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－ 挑 戦 ・体 験 を通 して心 を磨 く！ －
職員室前で５年生が育てているバケツ稲が、今年もしっかりと穂
をつけ、収穫の時を待っています。秋は、読書やスポーツ、食など
さまざまなことに適した季節と言われています。
さて、深谷市がすすめている「深谷の子６つ
の誓い」には「私は、たくさん挑戦・体験しま
す」という項目があります。１年生にとっては、
ひらがなを読んだり書いたり、友達と遊んだり
とあらゆることが挑戦であり、体験であると言
えます。学年が上がるに従い、挑戦や体験を通してできることが増
え、交友関係が広がり、徐々に自立心を育みながら成長していきま
す。学校教育の中で体験的活動を重視したり、さまざまなことに挑
戦したりする活動を取り入れているのもこのような理由からです。
ここで大切になるのは、これらの活動を通して、成功と失敗、試
行錯誤を経験させ、結果よりもその行為や過程に目を向けさせると
いうことです。成功した喜びが次への原動力となることは、誰もが
経験してわかっていることですが、５年、１０年、２０年先と、常
に成功だけが待っているとは限りません。失敗したり、壁にぶつか
ったりしたときに、「負けない心」と「自分をコントロールする力」
でそれをどう乗り越えていくかがカギとなります。
私たち大人は、自分の経験から、どうすれば成功し失敗するか、
ある程度予測できるあまり、子供が失敗しないように先回りして環
境を整えてしまいがちです。しかし、これは時に、子供の自立に必
要な経験の機会を奪ってしまうことになります。手がかかったり、
時間がかかったりとエネルギーを必要とすることかもしれません
が、発達段階に応じて、子供に任せたり、考えさせたりする機会を
増やし、励ましていくことが、「やればできる」「失敗しても乗り越
えられる」という自信と自尊感情を高めることにつながっていきま
す。
そのため、たくさんの挑戦や体験の機会を与え、
「手をかける」→
「言葉をかける」→「目をかける」と、お子さんの発達段階に応じ
て、私たち大人の関わり方を変えていくことも必要となります。た
だし、いくつになっても子供の成長を願い、
「愛情をかける」ことは
いつの年代になっても変わらず大切にしたいことです。
緊急事態宣言が解除となりますが、引き続き感染拡大予防が必要
となります。その中でできることを工夫しながら、子供たちに挑戦
や体験の機会をつくり、学年に応じて、子供に任せ、励まし、見守
る機会を増やしていきたいと考えております。成功も失敗も成長の
一過程と捉え、ご家庭におかれましても、子供たちを励ましていた
だき、本校の教育活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

１０月 １４日 ,２６日 は「お弁 当 の日 」
秋は、農作物の収穫期を迎えることから「収穫の秋」
「実りの秋」
と言われ、「食欲の秋」に結びついたと言われています。
１０月１４日（木）、２６日(火)は、学校行事等により給食なし
の日となります。そこで、親子で食について考える「お弁当の日」
として、ご家庭でお子さんとお弁当作りに取り組んでいただきま
すようお願いいたします。
低学年・・・お弁当作りの簡単なお手伝いをする
中学年・・・一緒にお弁当作りをする
高学年・・・自分で作れるものは自分で作る
メニューを一緒に考えたり、食材を一緒に選んで買ったりと、
食を通した親子の触れ合いの時間をつくっていただければと思い
ます。高学年は、コロナウィルスの影響で、まだ調理実習を行え
ていませんので、貴重な実践の機会となりますよう、ご協力をお
願いいたします。

教 職 員 の配 置 について
１０月１日付で、本校に新しく２名の市費職員が配置されるこ
とになりましたので、お知らせします。
○ 特別支援補助員
服部 道子
○ インクルーシブ支援員 井上 浩美
なお、昨年度から１年半にわたり児童支援を行っていた
菅沼早苗 特別支援補助員につきましては、９月３０日をもって退
職となりました。大変お世話になりました。

１０/１

(金)

２日

(土)

３日

(日)

学級の時間

４日 (月) 読書タイム
５日 （火） 読書タイム
６日 (水) 読書タイム、委員会活動
７日 (木) チャレンジタイム
８日 (金) 学級の時間、５年林間学校
９日
１０日

(土)
(日)

１１日 (月) 読書タイム、開校記念日
１２日 （火） 朝会（校内放送）
１３日 (水) 読書タイム
１４日 (木) チャレンジタイム、３時間授業、就学時健診、お弁当の日
１５日 (金) 学級の時間
１６日

(土)

１７日

(日)

１８日 (月) 読書タイム、学校運営協議会
１９日 （火） 読書タイム、６の１川本中見学
２０日 (水) 読書タイム、６年校内陸上記録会
２１日 (木) チャレンジタイム、６の２川本中見学
２２日 (金) 学級の時間、１年生活科校外学習
２３日

(土)

２４日

(日)

２５日 (月) 読書タイム
２６日 （火） 読書タイム、２年生活科校外学習、お弁当の日
２７日 (水) 読書タイム、委員会活動、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校
２８日 (木) チャレンジタイム
２９日 (金) 教育相談日、特別日課
３０日
３１日

(土)
(日)

＜１１月の主な予定＞
・ ６日（土）
・ ８日（月)
・１２日（金）
・１６日（火）
・１７日（水）
・３０日（火）

ロードレース大会、５時間授業
振替休業日
３年社会科見学
５年社会科見学
６年修学旅行（日帰り）、無人資源回収（～１９日）
４年社会科見学

― お知らせ＆お願い ―

一 人 一 台 タブレット端 末 の活 用
緊急事態宣言期間中、下校後の家庭学習や連絡の手段として、タブ
レット端末を活用させていただきました。高学年は、オンライン学習
の日を設け、学校の授業を補強する観点からの活用を進めてきまし
た。また、教室での活用も進み、子供たちにとっても文房具の一つと
なりつつあり、活用場面や使い方の幅も広がっています。

思考ツールとして活用

家庭とのオンライン接続

リモートでの学年集会

― お知らせ＆お願い ―

お知 らせ

○ 横断歩道を設置していただきました！
児童の通学路となっている武川駅前ロータリ
ーに横断歩道を設置していただきました。登下
校の見守りにご協力いただいている武川駅前福
寿会の働きかけにより実現したものです。
地域福寿会の皆様には、毎日の登下校見守り
にご協力いただき、心より感謝申し上げます。

○ 北校舎階段に手すりを設置しました！
これまで片側にだけ付いていた北校舎階段の
手すりが両側になるよう、市の教育施設課にお
願いし、設置していただきました。子供たちが
安全に生活できることを願っています。

○ タオルを寄付していただきました！
今年も福寿会の皆様からタオルを寄付していただきました。校内の
消毒等、大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

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～
2021/08/27 ２学期がスタート
２学期が始まりました。子供たちの姿からは、新しい気持ちで集い合って
いるという気概を感じました。放送による始業式では、４年生の児童が２学
期の目標について、勉強とあいさつ、掃除を頑張りたいと立派に話してくれ
ました。校長講話でも、オリンピック・パラリンピックを通して、目標をも
って挑戦できる２学期にしてほしいと話しました。感染防止についても協力
して取り組みながら、充実した学校生活にしていきたいと考えております。

2021/09/01 村岡桃佳選手がんばれ！
本日、４校時の途中から、パラリンピック陸上女子車いす１００ｍ走の予選
を全学級でテレビ観戦しました。本校の卒業生である村岡桃佳選手を応援する
ためです。村岡選手は、冬季パラリンピックチェアスキーのメダリストであり
ながら、今回は夏季大会への初挑戦です。挑戦し続ける姿を子供たちもしっか
りと心に留めていました。見事に予選を通過！今夜の決勝も皆で応援したいと
思います！

2021/09/01 避難訓練

2021/09/01 あいさつ運動、登下校の見守り

９月１日「防災の日」である本日、地震を想定した避難訓練を行いました。
緊急事態宣言期間中のため、身を守るための第一行動と避難する際の整列を
行いました。訓練後、①身の守り方②指示の聴き方③避難時の約束「お・か・
し・も・ち」についての振り返りと確認を放送で行いました。ご家庭でも災
害時の行動について約束を決めておくなど、お子さんと話し合っておいては
いかがでしょうか。

８月２７日の２学期開始から毎朝１週間、更生保護女性会の方々が校門に立
ち、あいさつ運動を行ってくださいました。また、本日、下校時に福寿会の方々
と青少年健全育成推進員の方々、川本派出所の方が校門に立ち、子供たちの下
校を見守ってくださいました。子供たちの安全・安心のために、日頃から地域
の皆さんには大変お世話になっております。心より感謝申し上げます。

2021/09/10 アイディア貯金箱
子供たちが夏休み中に制作したアイディア貯金箱の学校代表作品を中校舎
のロビーに展示しました。細かなところまで作りこんだ作品やおもしろいア
イディアを凝らした作品など、子供の創造力に感心しています。

2021/09/13 発明創意くふう展
夏休み中に子供たちが制作した「発明創意くふう展」の代表作品を中校舎１
階のロビーに展示しました。
「必要は発明の母」と言われるように「なるほど！」
と、うなるような便利でアイディアいっぱいの作品に感動しています。

2021/09/10 １年生_虫さがし

2021/09/14 放課後オンライン授業
緊急事態宣言が延長され、４時間授業での下校になったことに伴い、高学年
１年生が生活科の時間に虫探しをしています。真新しい虫あみと虫かごを
がオンラインでの学習を午後に１コマ行うこととしました。初めての試みとい
大事そうに抱えながら、バッタやトンボ、カマキリなどを捕まえようと目を うこともあり、今日はきちんとできるかどうかの確認が主なねらいです。参加
凝らして草むらを探検しました。昆虫に興味をもち、飼育、観察することを 確認を行った後、５年生は、今後予定されている林間学校でおどるダンスの振
り付けを覚える学習、６年生は、学級活動としてリモートでの意見交換や今日
通して、命の大切さや不思議さなど、経験から気付きへとつなげていきます。 の授業の補充的な学習等を行いました。学童に通う児童は、WI ｰ FI 環境がな
いため、学校で学習しました。

2021/09/15 バケツ稲にかかしを設置

2021/09/17 ３年生_藍のたたきぞめ

５年生の児童が、総合的な学習の時間に自分たちで育てているバケツ稲に
かかしを設置していました。稲も黄色く実り穂を垂れています。朝方、スズ
メがついばみに来ているのを見て、作戦を立てたようです。収穫が楽しみで
す。

３年生が、畑で栽培した藍を収穫し、エコバックにたたき染めで模様をこし
らえました。藍の葉を自分でデザインした配置に置き、ハンマーでたたいて色
を写し取り、干して乾かしていきます。思い思いのデザインのエコバックを作
ることができました。

