学校教育目標 やさしく
かしこく
たくましく
平成２９年度
平成３０年 １月１０日（水） 児童数２０９名

北小だより

No,１０

新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

熊谷市立江南北小学校

校長 桒原伸行

今月の生活目標

友だちと仲よくして

戌年、平成３０年がはじまりました。学校
楽しい学校生活を送ろう
の年度は３月末までですから、平成２９年度
はまだ３ヶ月ほどあります。これは１年間を
まとめるのにちょうどいい期間だと思います。
４月からの中学校や進級する学年に向けて、
やり残したことがないように着実にまとめを
行う良い機会です。
１月１６日には６年生は熊谷市の学習到達
度調査、５年生は熊谷市の検証テスト、そし
て４年生から１年生も達成度テストがありま
す。これらは学習のまとめの一つとして有効
です。全力で取り組んでくれることを期待し
ています。
１２月の学校行事紹介
日々の授業でのまとめの一つがノートです。
《収穫祭・感謝の会》
ぜひ、ご家庭でもお子さんのノートをご覧に
なり、どんなことを学習したのか話を聞いて
１２月６日（水）に日頃お世話になっている地域
あげてください。自分のその日の学習を振り
返るだけでなく、お家の方に説明することが、 の方をお招きして収穫祭を行いました。当日は約３０
学習内容を再度考えるよいまとめになります。 名の方においでいただき、学校農園で収穫したサツマ
また言葉による表現能力の向上にも役立ちま イモをふかし芋や芋汁にして全校でいただきました。
す。疑問等ありましたら、担任にご連絡くだ
さい。家庭と学校の連携が子どもたちのより
よい成長に大切です。

表彰

みんな頑張りました！
（敬称略）

防火ポスターコンクール
特選 ４年生 牛山 渚生
入選
武藤さくら
地区文集「けやき」
特選 １年生 加瀬 峻大
２年生 御正山 柊
３年生 中島 逢歌
４年生 古谷 和代
５年生 久保田桃歌
６年生 新井 翔子
入選 ２年生 岩淵 葵

文集「だんらん」
入選 ４年生 福田 美苑
６年生 嶋山 夏珠
熊谷市ラグビー公式戦ポスター展
入選

久保 穂果
瀬山 慶・岡部 圭汰
廣瀬 心軌
須長 緋
池田 ゆめ・新井 天翔
三川 歩夢・相模 健斗
市川 仁菜
荒川図画コンクール
荒川上流河川事務所長賞
１年生
内田 太耀
テレビ埼玉賞
２年生
上野 奨太
かわはく開館２０周年
特別賞 ２年生
吉田 莉那
佳作
１年生
大島 飛祐

◇全校で協力しての芋汁作り

《親善タグラグビー大会》

◇大小いくつも並んだ釜

《わんばく塾》

１年生
２年生
３年生
４年生
５年生
６年生

◇餅 つき ・し め飾り 作り
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１月の
学校行事予定

朝

月
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金

出産休暇中の教務・江森直子教諭の
代わりとして、平成２９年１２月１１
日に、山下利恵教諭が着任いたしまし
た。主に江森教諭が担当していた授業
を行っています。どうぞよろしくお願
いいたします。

◆

学校は、災害時の緊急避難所に指定
されています。そのため、簡易テント
・毛布・飲料水・乾パンなどの備蓄品
が準備されています。そのうち乾パン
の賞味期限が平成３０年３月末である
ため、熊谷市より各校で活用するよう
にとの指示がありました。
そこで本校では、１月１７日（水）
に乾パンを全児童に配布いたします。
この日は、平成７年に｢阪神・淡路大
震災｣が起きた日です。学校では災害
が起きた場合を想定した避難訓練を実
施しています。ご家庭でも震災当時の
様子を話していただいたり、家庭や外
出先で災害に合った場合の避難の仕方
等について話し合ったりし
てみてください。自分の命
は自分で守るという意識を
高めていければと思いま
す。

◇

１月１６日（火）に、６年生は熊谷
市学習到達度小６調査（国語・算数）、
５年生は小５検証テスト（国語・算数
・理科）を市内一斉に実施します。
調査及びテストに向けて、冬休みの
課題としても練習プリントを出しまし
た。学校でも取り組みますが、間違え
やすいところは家庭学習でも繰り返し
取り組ませてください。ご協力よろし
くお願いいたします。

◆

１月２９（月）13:30 ～ 14:30 に、
第２回学校保健委員会が開催されま
す。今回は『くまがやピンクリボンの
会』の方をお招きして、「がん」につ
いてのお話をしていただきます。
そこで、全校の保護者の皆様にご案
内させていただいています。ぜひ、ご
参加ください。参加を希望される方は、
１２月に配付の用紙をご提出いただく
か、担任までお申し出ください。よろ
しくお願いいたします。

元日・冬期休業日

土
日
月

成人の日

火 全校朝会 登校指導・一斉下校
水
木
金
土
日
月

めきめき 給食開始・書きぞめ制作会
めきめき 発育測定（１・２年・ひまコス）
ぐんぐん 書きぞめ練習会（学年代表）
PTA 代表委員会 9:30
防災講演会【妻沼中央公民館】
朝読書

書きぞめ練習会（学年代表）
発育測定（３・４年）
学校体育指導訪問３年
図書ボランティア読み聞かせ

16 火 短学活

お 知 ら せ

◇

熊谷市学習到達度小６調査

小５検証テスト
委員会活動・書きぞめ練習会（学年代表）

17 水 めきめき 熊谷市学習指導研究協議会・短縮３時間・給食なし
発育測定（５・６年）

18 木 めきめき 親子ふれあい教室５・６年（５・６校時）
19 金 ぐんぐん １年生昔遊び（２・３校時）
薬物乱用防止教室６年（２校時）
せせらぎの会

20 土
21 日
22 月 朝読書

熊谷地区書きぞめ展【妻沼南小】
熊谷地区書きぞめ展【妻沼南小】
交歓給食
補充学習（くまなび）

23 火 児童集会 出前育児体験２年（５校時）
クラブ・校内書きぞめ展

24
25
26
27

水 めきめき 校内書きぞめ展
木 めきめき
金 ぐんぐん 夢いっぱいアート展(～ 2/2 まで)

土

埼玉県小・中学校児童生徒美術展大里地区展【くまぴあ】
埼玉県書きぞめ展【浦和大里小】

28 日

い

埼玉県小・中学校児童生徒美術展大里地区展【くまぴあ】
埼玉県書きぞめ展【浦和大里小】

29 月 朝読書
第２回学校保健委員会 13:30
30 火 音楽集会 クラブ・避難訓練【不審者対応】
31 水 めきめき 熊谷市教育委員会・北部教育事務所学校訪問 ５時間・下校 14:15
１ 木 めきめき 入学説明会
２ 金 ぐんぐん ６年生社会科見学
３ 土
第２回資源回収

４ 日

お 願

【お知らせ】
夜間や休日に緊急に連絡が必要な場合
には下記の学校携帯
（通常教頭が持っています）
０７０－２８１６－３６２８ に
お願いします。

