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自 分 の力 で自 分 を伸 ばせる夏 休 みに
本日、7/20（火）をもって１学期が終業となります。保護者の皆
様そして地域の皆様におかれましては、本校の教育活動に対して、
様々な面からご理解とご協力をいただきましたことに深く感謝申し
上げます。この 1 学期間、様々な場面で子供たちの成長を見ること
ができました。
「校長先生、おはようございます！」と目を見て元気
に挨拶をする子、掃除の時間に膝をつき、ほうきで取り切れない細
かなゴミを手で集める子、授業中、腰骨を立ててしっかりと話を聞
いている子、下校途中に転んで擦りむいた下級生を手当してあげる
子など、日常の中に「やさしく・かしこく・たくましく」の子供た
ちの姿がたくさん見られました。
さて、いよいよ３７日間の夏休みとなります。子供たちにとって、
家族とのふれあいをたくさん体感できる機会であり、様々なことに
チャレンジし、子供たち自身が自分を伸ばそうとすることができる
大切な時間でもあります。どんなに幼くても、自分を成長させるの
は自分自身だということを、その子なりにとらえさせることも大事
だと考えております。１日のスケジュールや休み中に取り組む課題
をお子さん自身（家庭）が決め、見通しをもって進める経験を積ま
せていただきますようお願いいたします。その際、完璧な計画から
できなかったことを引き算するのではなく、できたことを足し算し
ていくポジティブな声かけが、子供を明るい気持ちにさせます。な
かなか計画どおりに進まないお子さんには「３日坊主も１０回やれ
ば１か月」と、プラス思考で励ましましょう。
また、コロナウィルス感染予防のため、在宅の日も多いかと思い
ますが、東京オリンピック、パラリンピックは、子供の心に夢や希
望、そして勇気の灯をともすきっかけになるかもしれません。本校
の卒業生、村岡桃佳選手も陸上車いす１００ｍに出場しますので、
ぜひ、ご家族で視聴し一緒に応援してください。
保護者の皆様方、お仕事等でご多用のことと存じますが、お子さ
んとの毎日の関わりの中に、子供たちは愛情を感じ、強い心が育ま
れていきます。ぜひ、
「励まし」と「頑張りを認める」ひと声をかけ
ていただきますようお願いいたします。
８月２７日（金）に「元気・やる気・根気」の子供たちと再会で
きるのを職員一同楽しみにしております。

深 谷 の子 「６つの誓 い」を実 践 目 標 に

夏休みを有意義に過ごすために、深谷の子「６つの誓い」を
実践目標として、意識づけをお願いします。
・将来の夢について家族で話し合ってみましょう。
・毎日の計画を家族で話し合って決めましょう。
・自分の行動に責任を持たせるため、決めたこと
については任せて見守り、振り返りをしましょう。
・学習は復習を中心に、夏休みにしかできない学
習にも挑戦をさせましょう。
・家族の一員としての役割を与えましょう。
・「あいさつ」「くつそろえ」「ことばづかい」は、家
庭・地域が一番の実践の場です。
GIGA スクール構 想
～個 別 最 適 な学 びと協 働 的 な学 びへの活 用 ～
GIGA スクール構想とは、「児童生徒向けの
１人１台端末をにより、多様な子供たちを誰
一人取り残すことなく、公正に個別最適化さ
れた創造性を育む教育を、全国の学校現場で
持続的に実現させる構想」です。
本校でも、子供たちにタブレット端末を配付し、
授業の中で活用を進めてきました。我々が思っ
ていた以上に早く使い方に慣れていくことに驚きます。タブレット
を文房具のように使いこなすこともそう遠くなく実現しそうです。
ご案内のとおり、子供たちが夏休み中にタブレット端末を家庭に
持ち帰りますので、有効にご活用ください。なお、インターネット
利用については、フィルタリングをかけている他、アプリの一部機
能も規制をかけております。
○ ８月２２日(日)から４年生～６年生の「ドリルパーク」に、ＡＩ
機能が実装され、より個別最適化された学びが可能となります。
それに伴い、８月２１日(土)２２：００～２２日(日)６：００ま
でメンテナンス作業によりサービスが停止されます。
○ 「タブレット端末使用の約束」を守った活用をお願いします。

☆7/21(水)～8/26(木) 夏季休業日
（８/1０(火)～8/1３(金) 学校閉庁日）
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PTA 奉仕作業（本部役員、パパの会）
〃 予備日
特別日課 3 時間、始業式

読書タイム、給食開始、PTA 除草作業(1 年生)
読書タイム、PTA 除草作業(２年生)
読書タイム、委員会活動、PTA 除草作業(３年生)
チャレンジタイム
学級の時間、PTA 除草作業(４年生)

読書タイム、PTA 除草作業(５年生)
全校朝会、PTA 除草作業(６年生)
読書タイム、クラブ活動
チャレンジタイム
学級の時間、登校指導日

読書タイム
学年集会
読書タイム、クラブ活動
チャレンジタイム
学級の時間

敬老の日
児童集会(図書委員)
読書タイム、クラブ活動
秋分の日
特別日課、教育相談日

読書タイム
読書タイム
読書タイム、クラブ活動
チャレンジタイム、5 年林間学校

― お知らせ＆お願い ―

お知 らせ ＆ お願 い
○ 無事故の夏休みをお過ごしください
命を守ることが何よりも大切です。交通事故や水の事故、ネットト
ラブルなど、お配りしました「夏休みの過ごし方」をご確認いただき、
安全・安心な夏休みとなるよう、お子さんへの目配り、気配りをお願
いします。

○ ８/２１(土)のＰＴＡ奉仕作業について
＜対象＞ ＰＴＡ本部役員、保健委員、パパの会、
参加希望申込書を提出された保護者
＜集合＞ 午前７時３０分 川本北小体育館前
※ 雨天の場合は８/２２(日)に延期（連絡メールにて連絡）

○ 学校閉庁日について
８/１０（火）～８/１３（金）は、学校閉庁日となります。緊急な
連絡等がございましたら、下記へご連絡ください。
＜緊急連絡先＞

深谷市教育委員会学校教育課

５７２－９５７８

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～
2021/06/30 ふれあい読書月間
６月は「ふれあい読書月間」として、読書活動推進の取組を行ってきまし
た。図書室前の廊下には、その成果を掲示しています。６月１１日～１３日
に取り組んだ「家庭読書の日」の読書感想や各学級での貸し出し冊数１０冊
ごとにアジサイの花びらを貼っていく掲示物、学校全体の貸し出し冊数の合
計など、学校司書が中心となって、子供たちの読書に対する意欲を高めるた
めの環境づくりを行っています。

2021/07/01 １年_トウモロコシの皮むき体験
本日、１年生がトウモロコシの皮むき体験をしました。ほとんどの子が初
めての経験だったようです。一生懸命、丁寧にむいていました。子供たちが
むいたトウモロコシは、今日の給食でいただきました。

2021/07/01 授業参観
本日、２回目の授業参観を行いました。今回は、出席番号の奇数・偶数で
時間帯を分けて参観していただきました。子供たちは張りきって授業に臨ん
でいました。
４年生は、埼玉県ネットアドバイザーを講師に招き、体育館で「こども安
全見守り講座」を行い、インターネットの使い方について親子で講義を受け
ていただきました。授業後は、保護者対象の講座を受けていただきました。
講座の中で紹介された「ママのスマホになりたい」の曲には、せつない子供
の気持ちが詰まっており、大人として考えさせられるものがありました。

2021/07/02 ６年_どっき土器教室
本日、６年生が深谷市文化振興課主催「どっき土器教室」の体験活動を行い
ました。２名の職員の方に、川本地区で出土した土器を多目的ホールに展示し
ていただき、解説や質問に答えていただくなど、古代の歴史に触れる機会とな
りました。子供たちは、目を輝かせて、縄文時代や弥生時代の人々の生活を想
像しながら学習していました。

2021/07/08 デジタル教科書を活用した授業研究
第 6 校時に 6 年 2 組で算数のデジタル教科書を活用した研究授業を行いま
した。放課後にワークショップ形式の研究協議を行い、教育委員会の森田指
導主事にご指導いただきました。複合図形の面積の求め方をクラス全員が説
明しようと取り組めたこと、友達の考えを瞬時に共有し、データベース化さ
れ、いつでも復習できることなど、デジタルならではのよさを確認し合いま
した。本校の目指す個別最適な学びと協働的な学びの具体的な姿が見えてく
る実践となりました。

2021/07/13 図書ボランティア活動開始
先日募集した図書室の電子化に伴うボランティアに１０名の方の登録をい
ただき、本日、図書の電子登録の仕方の講習を行いました。この後、夏休み中
に電子登録作業を行っていきます。本校では、今年度、読書活動に力を入れて
おり、４月から６月の３か月間の貸出冊数は、8,162 冊（一人平均 21.4 冊）と、
年間 20,000 冊を超える（昨年度は約 18,000 冊）ペースです。電子化が完了す
るとさらに子供たちが本を借りやすくなります。

2021/07/12 3,４年_歯科指導
歯科衛生士会から２名の先生をお招きし、３年生と４年生に歯磨き指導を
行いました。１人１台タブレットを活用し、画像を手元に配信して共有し、
リアルで大きな映像を見ながら、子供たちは歯磨きの大切さについて学習し
ました。

2021/07/16 給食最終日
本日が１学期の給食最終日となりました。子供たちが朝から楽しみにしてい
た「セレクトアイス」がメニューにあり、２種類のうちから選んだアイスをお
いしそうにほおばっていました。これまで黙食で頑張ってきた子供たちが、最
終日に満面の笑みを見せてくれたことが何よりうれしかったです。

表彰 おめでとう！みんなで拍手！
硬筆制作会 埼玉県中央展
（埼玉県知事賞）

２年 山本 琉久真

（特選賞）

６年 山本 丈瑠

（優良賞）

６年 石川 優萌

硬筆制作会 深谷市硬筆展
（入選） １年
２年
３年
４年
５年
６年

筒井
齋藤
村田
遠藤
岸本
大澤

泰誠、
羽依、
桜、
翼沙、
咲良、
由莉、

渡邉
石田
田尻
新井
林
峯岸

月環
美結
千花
紅心
和奏
瑚乃

