学校教育目標

令和３年度

「時計台」NO.８

やさしく

北小っ子だより

令和３年１１月１日

かしこく

深谷市立川本北小学校

たくましく

元気！
やる気！
根気！
学校 HP https://www.kawamotokita-e.ed.jp/

－ 夢 を支 える「一 生 懸 命 」 －
１０月の暗唱課題として、郷土の偉人、渋
沢栄一翁の「夢七訓」に取り組みました。合
格した子供から「将来の夢」を教えてもらい、
励ましの言葉をかけました。それぞれに、好
きなものや好きなことに関する職業や人を
助ける仕事、身近な大人へのあこがれなどか
ら将来を思い描いているようです。子供の夢を聞いていると明
るい未来の希望が湧いてきます。まだ合格していない子も今後
も受け入れていますので、校長室へ足を運んで「夢七訓」の暗
唱に挑戦してほしいと思います。
さて、アメリカのプロ野球メジャーリーグで今年、数々の記
録を打ち立てた大谷翔平選手の原点は、少年時代の父の教えに
あることが先日のテレビ放送で紹介されていました。大谷少年
が小学生の時、試合後に書いていた「野球ノート」を交換ノー
トとして、親子のやり取りが行われます。お父さんは、その日
の大谷少年のプレーに対し、プレーの内容よりも野球に対する
姿勢を大切にすることを繰り返し教えたといいます｡具体的に
は、「一生懸命元気に声を出す」「一生懸命キャッチボールをする」
「一生懸命走る」の３点。｢本当にしっかり一生懸命にやれば必ずよい
ことがある｣と父の言葉がそのノートにつづられ、大谷少年が少し
でも手を抜くと厳しく正し、この３点ができたときには、試合
の結果に関わらず、「花まる」に「たいへんよくできました」
の言葉が添えられています。大人はつい結果や出来栄えにばか
り目がいきがちですが、「基本的なことを一生懸命」行うという
「取り組みの姿勢」と「努力の過程」を大事にしていたことが伺え
ます。
このことは野球に限らず、未来を創る子供たちの夢を応援
し、支える上でどの子に対しても大切にしたい視点です。
埼玉県では１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１日から７日ま
でを「彩の国教育週間」として、教育に関する様々な取組を推進
しています。本校でも今月、ロードレース大会や校外学習、体
験活動などさまざまな行事等を計画しています。子供たちの
「一生懸命」を大切に、結果よりも姿勢や過程に目を向けて教育
活動を進めてまいりますので、ご家庭や地域の皆様におかれま
しても取組の様子を話題にしていただき、子供たちを励まして
くださいますようお願いいたします。

児童集会(図書)、後期人権尊重月間、読書月間
市教委・北部教育事務所学校訪問
文化の日
チャレンジタイム
普通日課４時間(給食あり)、ｼｪｲｸｱｳﾄ訓練
校内授業研究会（6-1は5校時研究授業）
６日 (土) お弁当の日、５時間授業
ロードレース大会、e-ネットキャラバン講座
★親子で歯磨きチェック（～11/1４）、星を観る会
７日 (日)
８日 (月) 振替休業日、いい歯の日
９日 (火) 人権朝会
１０日 (水) 特別日課５時間（給食あり）、４年重忠節
１１日 (木) 放送朝会、渋沢翁語らいの日
１２日 （金） 3年社会科見学、２年生活科町探検
１３日 (土) 県民の日
１４日 (日)
１５日 (月) 読書タイム、 ★給食後の歯磨き強化週間
１６日 (火) 読書タイム、５年社会科見学
１７日 (水) お弁当の日、６年修学旅行
読書タイム、
PTA無人資源回収
１８日 (木) チャレンジタイム
１９日 （金） 学級の時間、学校運営協議会
２０日 (土) PTA大口資源回収、家庭読書の日（～11/23）
２１日 (日)
２２日 (月) 読書タイム、
２３日 (火) 勤労感謝の日、深谷ねぎらいの日
２４日 (水) 読書タイム、感謝の集い、クラブ
２５日 (木) チャレンジタイム
２６日 （金） 特別日課、教育相談日、６年卒業アルバム撮影
２７日 (土)
２８日 (日)
２９日 (月) 読書タイム、４年音楽鑑賞会
３０日 (火) お弁当の日、読書タイム、４年社会科見学
＜１2 月の主な予定＞
・ 3 日（金） 授業参観日
・24 日（金） ２学期終業式、特日３時間

― お知らせ ＆ お願い ―

11 月 11 日 は「渋 沢 翁 語 らいの日 」

お知 らせ ＆ お願 い
○ いじめ撲滅強化月間
１１月を後期「いじめ撲滅強化月間」
「後期人権尊重月間」と
して、「いじめは許させる行為ではない」ということを、自ら考
え行動できるよう、日々の取組を通して働きかけていきます。ま
た、子供たちが発する微細な徴候を見逃さないよう努めてまいり
ます。保護者・地域との連携も早期発見・解消に大切と考えます。
子供たちのことで「おや？」と思うことは、些細なことでもご連
絡ください。

○ 秋の読書月間
１１月を『読書月間』として、読書活動を推進します。子供
にとって読書は、語彙力・読解力・集中力・持続力・作文力・知
識等様々な効果があると言われています。特に、読解力（読み解
く力）は、学力の土台となります。11 月 2０日(土)、２１日(日)、
23 日(火)を「家庭読書の日」としました。テレビやゲームなど
のスイッチを切り、家族みんなで本に親しむ時間を設けていただ
ければと思います。

○ お弁当の日
新型コロナウィルス感染予防等の観点から県や市の行事が変
更されたことに伴い、年間行事予定を変更した関係で、当初の「給
食あり」の日と「お弁当の日」を変更させていただきました。
＜今月の「お弁当の日」＞

１１月６日(土)、１１月１７日(水)、１１月３０日(火)
なお、市内統一の年間給食回数１８７回に変更はありません。

１日
２日
３日
４日
５日

(月)
(火)
(水)
(木)
（金）

１１月１１日は、郷土の偉人、渋沢栄一翁の命日であり、
今年は栄一翁没後９０年の節目となります。本校では、ふる
さと教育の一環として、この日を「渋沢翁語らいの日」とし、
子供たちが栄一翁の精神に触れ、感じ、学ぶ一日となるよう
以下の取組を計画しています。
・放送朝会による校長講話
・栄一翁かるた
・渋沢栄一こころざし読本を活用した道徳授業
・ふるさと先生をゲストティーチャーに招聘した授業(５年)
・東京北区立滝野川第三小学校とのオンライン交流（３年）
・栄一翁の好物「煮ぼうとう」の給食提供と放送での紹介
これらの活動を通して、
「自分の言葉で栄一翁を語れる子」を
目指しています。活動の様子をタブレットに配信しますので、
ご家庭でも話題にしていただきますようお願いします。

第 ２回

資 源 回 収 へのご協 力 を！

先月の通知、回覧でお知らせしましたとおり、前回と同じように無
人で行います。ご協力をお願いいたします。

期間：令和３年１１月１７日（水）～１１月１９日（金）
今回も９：００～１０：００を「思いやりタイム」として PTA
役員が荷物おろしをお手伝いします。
この資源回収によって、ＰＴＡ活動の充実を図るとともに、学校の
施設・設備の充実を図ることを目的としています。ご自宅にある古新
聞や古雑誌、ダンボール、アルミ缶の回収にご協力をよろしくお願い
いたします。

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～
2021/10/05 業間マラソン
緊急事態宣言が解除され、子供たちは１１月６日のロードレース大会に向
け、業間休みにグラウンドを走っています。密を避けるため、日替わりで、
奇数学年と偶数学年が交互に行っています。また、走る際には安全のためマ
スクを外して走るようにしています。それぞれが目標を決め、一生懸命取り
組んでいます。

2021/10/08 ５年_林間学校（抜粋）
展望頂上で班ごとに写真を撮り、子供たちは景色の美しさに感動し、とて
もいい顔をしているとのことです。～午後の活動の初めは、アドベンチャー
ツアーです。数人のグループになり自然に親しみながら協力して出題された
課題をクリアし、ポイントを重ねていきます。～夕方から始まったキャンプ
ファイヤーも辺りが暗くなり、美しい炎に子供たちの気持ちも盛り上がりを
見せていました。そのファイヤーもいよいよ終盤です。

2021/10/08 福祉の心を育む交流事業

2021/10/11 ５年_自動車工場リモート見学

本日、特別養護老人ホームひびき様、深谷市社会福祉協議会の皆さんにご
来校いただき、交流セレモニーを行わせていただきました。本来であれば、
児童と入所者の皆さんとが直接交流できると良いのですが、今回はコロナ禍
でもあるため、贈呈品の交換のみさせていただきました。本校からは、メッ
セージカードを貼ったトイレットペーパーとボックスティッシュを贈呈させ
ていただき、ひびき様からは、図書と入所者の方が作成した凧飾りとお手紙
を頂戴しました。

コロナ禍のため社会科見学が難しい工場見学を、オンライン会議アプリを
活用してリモートで行いました。自動車工場の様子を動画やスライド、クイ
ズや質疑応答を通じて、分かりやすく教えていただきました。富スバルの方々
には本校の教育活動にご協力いただき、心より感謝申し上げます。

2021/10/14 就学時健康診断

2021/10/20 ６年_校内陸上記録会

令和４年度に入学予定の児童が、就学時健康診断を行いました。１年生の
学校生活をスムーズにスタートするため、法律で義務付けられている健診で
す。現時点で本校に入学予定の児童は５４名です。４月に元気に入学するの
を職員一同、心待ちにしています。

コロナ禍により中止となった市内親善運動会の代替行事として、６年生の
校内陸上記録会を行いました。やや風が強い日となりましたが、晴天に恵ま
れ、６年生は、自分のもつ力を精一杯発揮し、競技に取り組みました。実行
委員を中心に運営もそれぞれが役割を一生懸命行い、励まし合い、仲間を応
援し、力を合わせて取り組めたことに６年生の成長を感じました。

2021/10/21 ６年_中学校見学

2021/10/22 １年_生活科校外学習
１年生が、東松山こども動物自然公園へ生活科校外学習に行ってきました。
１０月１９日（火）に１組、２１日（木）に２組が、川本中学校で授業や
部活動を見学しました。川本中学校の校長先生から「今を中学０年生という 天気があまりよくない中でも、子供たちにとってはうれし嬉しい１日。元気
に笑顔で出発しました。現地では小雨の中の見学となりましたが、お弁当を
心構えをもって残りの小学校生活を送ってください。」とのお話をいただき、
食べるころには雨も上がり、にこにこしながら仲良く食べていました。帰っ
しっかりと受け止めていたようです。
「中学校の授業は難しそうだけどおもし てきた子供たちは、キリンやペンギン、カンガルーなど、見てきた動物のこ
ろそう。
」
「中学校に行くのが楽しみ。
」と感想を言っている子もいました。
とを楽しそうに話してくれました。

2021/10/26 ５年_収穫祭

2021/10/26 ２年_生活科校外学習

本日、学校応援団の岡さんをゲストティーチャーにお招きし、５年生が、
自分で育てたバケツ稲から収穫した米をアルミ缶で炊く体験活動を行いまし
た。かまどに見立てた穴をあけたアルミ缶に、牛乳パックを刻んだ燃料を入
れて燃やし、米と水を入れたアルミ缶を上にのせてご飯を炊きます。火力を
上げるのに苦労しながら上手に炊けた子と火がよく通らなかった子とがいま
したが、
「稲を育て、収穫し、精米してご飯を炊くことがこんなに大変なんだ。
」
と感想を話している子がいました。炊いたご飯をお弁当と一緒に食べました。

２年生が羽生市のさいたま水族館に生活科校外学習に行ってきました。水
族館では、グループ行動を行い、仲間と協力しながら淡水生物を見学しまし
た。昨年度は、コロナ禍であったため、２年生にとっては、小学校に入学し
てから初めてのバスでの校外学習となりました。出発から笑顔いっぱいの姿
を見て、わくわくするような体験の教育的価値を改めて感じました。

