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本 に親 しむ川 北 っ子 を目 指 して
先日、ある書籍で、書かれている内容を理解する「基礎的読解力」
がこれからの時代を生き抜く上で必要であると結論付けた研究を目
にしました。読書と読解力の相関関係を確実にするデータはないと
しつつも、多読よりも精読、深読にヒントがありそうだと述べられ
ていました。（新井紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」）
今年度から朝の読書タイムの回数を増やしました。１５分間、黙
って活字をじっくり読むことに没頭できるようにしたいと考えてお
ります。各教室を回ると、真剣に本と向き合っている子供たちに感
心します。朝の読書には、自律神経のコンディションを長時間持続
する効果があるとも言われています。つまり、落ち着きや集中力を
高めた状態で１日をスタートすることができます。
今月は、
「ふれあい読書月間」です。本好きな子供たちが育ってい
るという本校の強みを、新たな伝統にしたいと考えております。
＜家庭読書の日＞
６月１１日(金)～１３日(日)
読書には他にも次のような効果があると言われています。
「家庭読
書の日」を機会に、お子さんと読書に取り組
んでみてください。
・語彙が増える ・知識が広がる
・体験できないことに出会える
・先人や異国の人の生き方や考え方を学べる
・創造性が広がる
・他者の気持ちを感じ取れる
読書タイムの様子

深谷の子

６月６日

深谷市では６月６日を深谷の子「６つの誓い」の日とし、取組
を推進しています。
本校では、今年、６月７日（月）から６月１３日（日）を「６
つの誓い週間」として取組を行います。下のグラフは昨年度の保
護者アンケートの結果です。こちらを参考に、お子さんの実状に
合わせて、各家庭で具体的な取り組み内容を相談してください。
保護者の皆様のご協力をお願いいたします。

１日

(火)

全校朝会 内科検診(１年・６－２) 人権尊重月間

２日

(水)

読書タイム 委員会活動

３日

(木)

チャレンジタイム、歯科検診(３・４年) プール清掃

４日

(金)

振替休業日 歯と口の健康週間（～6/10）

５日

(土)

６日

(日)

深谷の子「６つの誓い」の日

７日

(月)

読書タイム

８日

(火)

学年集会 眼科検診(2,4,6 年+抽出) 硬筆制作会

９日

(水)

読書タイム 新体力テスト

１０日

(木)

チャレンジタイム 新体力テスト

１１日

(金)

１２日

(土)

学級の時間 色覚検査（４年希望者）
緊急連絡サイトアクセス日
家庭読書の日
PTA 大口資源回収

１３日

(日)

１４日

(月)

プール開き

１５日

(火)

児童集会（いじめ・暴力ゼロ宣言） ６年租税教室

１６日

(水)

読書タイム

１７日

(木)

チャレンジタイム 歯科検診５・６年

１８日

(金)

学級の時間 安全点検日

PTA 無人資源回収

１９日 （土）
２０日 （日）
２１日 （月） 読書タイム
２２日

(火)

読書タイム

２３日

(水)

読書タイム クラブ活動 フッ化物洗口

２４日

(木)

チャレンジタイム

２５日

(金)

特別日課 教育相談日

２６日

(土)

２７日

(日)

２８日

(月)

読書タイム

２９日

(火)

読書タイム

３０日

(水)

読書タイム 委員会活動 フッ化物洗口

＜７月のおもな予定＞

学校運営協議会は、深谷市教育委員会が委員を任命し、学校経営
方針の承認や学校運営について協議を行い、教育活動に反映させて
いく「地域の学校」づくりを推進する組織です。学校運営協議会を
置く学校を「コミュニティ・スクール」といいます。今年度も子供
たちのためにご尽力をお願いいたします。
☆令和３年度学校運営協議会委員☆
＜会長＞ 岡
仁 様 ＜副会長＞ 馬場 かほる 様
＜委員＞ 新井 文雄 様 吉野 親幸 様 中田 景造 様
小川 隆久 様 牧山 雄男 様 神田 菊代 様
小久保良一 様 田尻
悟 様 小川 和江 様
松下栄美子 様 新井 尚代 様 兵頭 一樹
【第１回の主な協議内容：４月２７日（火）】
○ 任命書の手交
○ 学校経営方針について
・子供のアイディアを活かした教育活動を
・「進んで学習に取り組む 子」を目指す
・GIGA スクール構想の推進
【第２回の主な協議内容：５月２４日(月)】
○「よくわかる川本北小」の配布について
・教員の働き方改革と保護者の協力を
○ 中央公園ごみゼロプロジェクトについて
・子供たちに経験させることで意識変革を目指す
○ 川北オリンピック２０２１について

・ １日（木） 授業参観
・１２日（月） 歯科指導(3，4 年)
・１４日（水）～１６日(金) 特日 4 時間
・１６日（金） 給食最終日
・１９日（月）～２０日(火) 特日３時間
・２０日（火） １学期終業式 学校運営協議会（通学路点検）

― お知らせ＆お願い ―
〇 熱中症予防について
熱中症が心 配な季 節と なりました 。 学校 では 、暑さ指数を
計測する器具 を校庭の 日向に設置し ました。 数値によって熱
中症の危険度を黄色と赤色の旗で中庭に表示し、赤旗の時は、
屋外での運動を中止します。
また、登下 校につ いて は、暑いと きには マス クを外して会
話を控えるこ とやクー ルネック、日 傘の使用 、途中で水分補
給をするようご家庭でもお子さんにお話しください。

〇 プールでの体育学習について
今年度は、 例年よ り 時 間数を減ら し たり 、密 にならない学
習形態で行っ たりする など 、新型コ ロナウィ ルス感染予防対
策を講じたう えで プー ルでの 体育学 習を実施 します。 特に、
水の中での心 得や 水慣 れ、 浮く、泳 ぐ などの 基礎的な学習内
容をはじめ、 水の中で 安全に運動 で きること に重点をおきま
す。ご家庭に おかれま しては 、日々 の体調管 理、健康観察を
お願いします。

学校ホームページから
～自分らしく輝き、夢と希望あふれる川北小～
2021/04/27 ２年生_たけのこの皮むき体験
２年生がたけのこの皮むき体験を行いました。１枚ずつ丁寧に皮をむいて
いました。今の時代は、多くがスーパー等で皮がむかれた状態で販売されて
おり、きれいにむける子、だんだん細くなってしまう子、それぞれがよい経
験でした。むいたたけのこは、翌日の給食のたけのこご飯に使用します。

2021/04/30 １年生を迎える会（動画メッセージ）
コロナウィルス感染予防対策により、全校が一堂に会しての行事が行えない
ため、代表委員が中心になって、それぞれの学年からのビデオメッセージで思
いを伝えあう「１年生を迎える会」を行いました。２年生から１年生へのヒマ
ワリの種のプレゼントに始まり、各学年が学校の様子を伝えるメッセージをつ
なぎ、代表委員によるクイズを通して１年生を歓迎しました。１年生からもお
礼と挨拶の呼びかけがありました。１年生もとても喜んでいました。

2021/05/07 ３年_藍の種まき

2021/05/13 歯科検診

本日、３年生が学校で借りている畑に藍の種をまきました。この種は、大
河ドラマ「青天を衝け」を制作している NHK から、実際にロケで使用した
ものを提供していただいたものです。郷土の偉人渋沢栄一翁が父親の仕事を
手伝い、１４歳で藍葉の鑑定ができるようになった逸話にちなみ、栄一翁が
幼いころから見てきた藍を育て、身近に感じ、ふるさとを理解し思う心を育
む「ふるさと教育」の一環として総合的な学習の時間で取り組んでいきます。

午前中に歯科校医の佐々木先生にお願いし、１，２年生とたけのこ学級の子
供たちの歯科検診を行いました。歯は、生涯の健康な生活に大きく影響してき
ます。そのため、本校では、むし歯治療率１００％を目指しています。また、
フッ化物洗口も行っていく予定ですので、ご家庭のご協力をお願いいたしま
す。

2021/05/14 避難訓練・引き渡し訓練

2021/05/14 １年生_覚えたひらがなで学校探検

本日、地震を想定した避難訓練と引き渡し訓練を行いました。今年度から
机の横にヘルメットを掛けるようにしており、地震の際にすぐにかぶれるよ
うになりました。その後、今年度最初の訓練のため、避難経路をきちんと確
認するために学年ごとに担任の後について校庭へ歩きました。
避難訓練の振り返りをさせ、引き渡しを行いました。フィジカルディスタ
ンスをとりながらのお迎えのご協力、ありがとうございました。

１年生が学校探検を行いました。学習したひらがなを学校の中で見つけてい
ろいろな教室を探しました。隠れているひらがなをつなぎ合わせるとある言葉
ができます。目をキラキラさせてがんばっていました。この「わくわく」が主
体的な学びの原点になります。そして、学んだことを生活の中で活用していく
ことでより深い学びになっていきます。ご家庭でも「ひらがな」に触れる環境
や機会を工夫したり、家族読書に取り組んだりしていただけたらと思います。

2021/05/14 ５年_バケツ稲の種もみ植え

2021/05/18 児童集会(委員会紹介)

JA ふかやの方々にご協力いただきながら、５年生が一人一つのバケツに
土、肥料、水を入れ、しろかきのように混ぜ合わせ、種もみを植え付けまし
た。泥に手を入れるのをはじめは躊躇していた子供たちも、
「気持ちいい」と
その感触を楽しんでいました。総合的な学習の時間として、秋の収穫に向け
て世話をしながら観察していきます。

本日、児童集会を放送室からのリモートで行いました。今回は、本校で５，
６年生が活動している９つの委員会について、委員長がフリップで活動の様子
を紹介しました。活動している委員会は、代表委員会、環境・福祉委員会、飼
育委員会、給食委員会、掲示委員会、運動委員会、図書委員会、放送委員会、
保健委員会の９つです。学校のために一生懸命仕事をする５，６年生にいつも
感謝しています。

2021/05/20 埼玉県学力・学習状況調査

2021/05/27 ６年_全国学力・学習状況調査

４，５，６年生が埼玉県学力・学習状況調査を行いました。国語と算数、
質問紙調査を行いました。この調査は、学校全体の学力の状況を把握するだ
けでなく、１年で個人がどれくらい伸びたかを把握することができます。ど
の子も一生懸命問題に向かっていました。

本日、６年生が全国学力・学習状況調査を行いました。国語と算数、質問紙
調査です。基礎的基本的な問題から活用力を問う問題が出題され、どの子も真
剣に問題にチャレンジしていました。今後、学校全体で調査結果を授業改善や
学力向上の取組に生かしていきます。

