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－ 生 きる力 と学 力 向 上 －
緊急事態宣言下でスタートした２学期も、木枯らしが舞う 12
月を迎え、学期のまとめをする時期となりました。
昨年度から全面実施となった現行の学習指導要領では、「生き
る力」をより具体化し、全ての教育活動を通して育成を目指す資
質・能力を、ア「何を理解しているか、何ができるか（生きて働
く「知識・技能」の習得）
」
、イ「理解していること・できること
をどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力，判断力，表
現力等」の育成）
」
、ウ「どのように社会・世界と関わり、よりよ
い人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向
かう力，人間性等」の涵養）」の三つの柱に整理されました。
これらの資質・能力は、予測困難な変化の激しいこれからの時
代を生きていく子供たちが、様々な変化に積極的に向き合い、他
者と協働して課題を解決していくことや、様々な情報を見極め、
再構成するなどして新たな価値につなげたり、複雑な状況変化の
中で目的を再構築したりするために求められるものです。
そのため、教科書で扱う学習内容も改善されています。例えば、
算数では、
「データの活用」という領域が新設され、データの収
集と分析を通して、表やグラフなどのデータを用いて考えたり説
明し合ったりする学習活動を行っています。先日、6 年生で行っ
た研究授業では、３つの学級の長縄跳びの練習の記録を分析し、
どの学級が大会で優勝するかを予測し、その根拠を示して自分の
考えを説明するという学習活動を行いました。算数ですが正解が
一つではない問題です。平均値や中央値、
各種グラフなどのデータの中から自分の
予測を裏付けるデータを選択して示し、
伝えられるかどうかが求められます。生
活の中で起こりうる事象に数学的な見方
や考え方を用いて課題解決を行うことを
通して、上述の資質・能力を高めること
がねらいです。
他の教科でも、自分の考えを持ち、書いたり説明したりする活
動を取り入れた「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指して
います。
本校では、これらの授業改善と併せて、その基盤となる語彙力
や読解力の伸長を目指し、読書活動の充実を図っています。下図
は、埼玉県学力・学習状況調査の質問紙での読書量についての結
果です。また、自分に合った学習習慣を身に付けるための「家庭
学習のススメ」を先日配布しました。
無限の可能性をもった子供たちの力を伸ばしていけるよう、ご
家庭におかれましても励ましと見届けをお願いいたします。
＜月に５冊以上読書する児童の割合＞
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１日 (水) 読書タイム、委員会活動
２日 (木) チャレンジタイム
３日 (金) 学級の時間、授業参観日
４日 (土)
５日 (日)
６日 (月) 読書タイム
７日 (火) 表彰朝会
８日 (水) 読書タイム
９日 (木) チャレンジタイム、6年薬物乱用防止教室
１０日 （金） 学級の時間
１１日 （土）
１２日 (日)
１３日 (月) 読書タイム、学校運営協議会
１４日 (火) 学年集会
１５日 (水) 読書タイム、クラブ活動
１６日 (木) チャレンジタイム
１７日 （金） 学級の時間
１８日 （土）
１９日 (日)
２０日 (月) 読書タイム
２１日 (火) 特日４時間
２２日 (水) 特日４時間、給食最終日
２３日 (木) 特日３時間
２４日 （金） 特日３時間、２学期終業式
１２月２５日(土)～１月１０日(月) 冬季休業日
＜１月の主な予定＞
・１１日（火） ３学期始業式、特日３時間
・１２日（水） 給食開始 ・17 日(月) 学校運営協議会
・２８日(金) 教育相談日

書きぞめ展について
今年度の書きぞめ展覧会については、昨年同様、コロナウ
ィルス感染症対策のため、下記のとおりの取り組み方となり
ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
＜校内書きぞめ制作会＞
・１月１２日（水）・１３日（木）に制作会を実施。
・２月１日(火)～２月 7 日(月)に校内の廊下等に展示。
・３年生から６年生までの学年７～８名ずつを代表として
選出し、深谷市展に出品。
・放課後に時間を設けての代表選手の練習は行わない。
＜深谷市書きぞめ展覧会＞
・審査会のみとし、展覧会は行わない。
＜中央展覧会(県展)＞
・展覧会は行わず、誌上発表となる。
・出品児童については、後日冊子を配布する予定。

お 願＆いお願い ―
― お知らせ
○ お子さんの心の成長を学校・家庭で協力して
４年

５年

６年

－ 感 謝 の集 い －
１１月２４日(水)に、日頃からお世話になっている学校応援
団の代表の方々にお越しいただき、感謝の会を行いました。コ
ロナウィルス感染予防の観点から、全校児童が一堂に会しての
集会は、まだ行えないため校内テレビ放送により実施しまし
た。応援団の方々の紹介と手紙・花束の贈呈、代表児童の言葉
により、感謝の思いをお伝えしました。 登下校の見守りや花
壇の花植え、図書室の整備、行事や学習
の支援など、 本校の教育活動は たくさ
んの応援団と地域の方々によって支えら
れています。 充実した教育活動を進め
るにあたり、日頃から温かいご支援やご
協力をいただいておりますことに深く感
謝申し上げます。

先日、愛知県弥富市の中学校において痛ましい事件が発生
しました。本校では、
「命の尊さに関する指導」
「きめ細かな
児童支援」
「いじめ防止の取組」
「刃物等の管理及び取扱いの
指導」について全教職員で改めて確認し、子供たちの心の変
化に目を向け、積極的に関わり、見届けを行っています。ご
家庭におかれましても、お子さんの様子を見守っていただ
き、心配なことがありましたら学校へご相談ください。

○ 登下校時の手袋着用ついて
朝の冷え込みが厳しくなってきており、ポケットに手を入
れて登校してくる児童が見られます。いざという時に受け身
を取れないことがありますので、そのような場合には、手袋
を着用して登校させるようお願いいたします。

○ 下校後の過ごし方について
現在、防災無線による子供たちの帰宅を促す放送が、夕
方５時に行われていますが、日没が早まっておりますので、
この放送を自宅で聞くよう学校で指導しております。交通事
故や不審者等から子供たちを守るために、ご協力をお願いい
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～
2021/11/02 北部教育事務所・深谷市教育委員会学校訪問
本日、９名の指導者と３名の市内教科指導委員をお迎えしての学力向上・
教育支援担当学校訪問が行われました。２，３，４校時の授業公開、放課後
の分科会での指導・助言、最後の全体会では、本校の教育活動全般や教育環
境についての感想や指導をいただきました。子供たちの様子については、腰
骨を立てて学習する姿やタブレットを文房具のように使えるようになってい
ること、挨拶などがよかった点として挙げられました。

2021/11/06 e-ネットキャラバン講座
本日午後、eーネットキャラバンから講師の先生をお招きし「インターネッ
トの安心安全な使い方」について、参加を希望された保護者の方にご講義いた
だきました。「ネット依存」の事例や家庭でのルール作りの仕方等、インター
ネットにひそむ危険から子供たちが自分を守るために必要なことを、分かりや
すく教えていただきました。参加された保護者からは、「大変参考になる内容
なので、より多くの方が参加できるとよい」との感想をいただきました。

2021/11/06 ロードレース大会
本日、校内ロードレース大会を行いました。１・２年生が８７０ｍ、３・
４年生が１０７０ｍ、５・６年生が１５１０ｍの距離を運動場と校外道路に
コースを取って行いました。目標より良い結果を残して喜んだ子も、悔し涙
を流した子も、自分に挑戦した勝利者です。本当によく頑張りました。大会
運営をお手伝いいただいた PTA 役員の皆様、そして子供たちに温かな声援
を送ってくださった保護者、地域の皆様に、心より感謝申し上げます。

2021/11/10 ４年_重忠節
本日、重忠節保存会の方４名にご来校いただき、４年生が重忠節の手ほどき
を受けました。武士の舞のため、力強く踊ることをアドバイスしていただき、
子供たちも一生懸命踊っていました。４年生は、社会科の学習で重忠節につい
て調べ、まとめる学習をしており、今日の体験や重忠節の歌詞から畠山重忠公
がどのような人物であったか学ぶこととなります。教えていただいた４名の先
生方に心より感謝申し上げます。

2021/11/11 渋沢翁語らいの日
本日は、渋沢栄一翁の命日にあたり、子供たちが栄一翁に触れ、感じ、語
れる１日になるよう、さまざまな取組を行いました。朝活動の時間には、栄
一翁についての校長講話、それぞれの学年では、「渋沢栄一翁 こころざし読
本」を活用しての道徳授業や「ふるさと先生」として、梶並勉先生をゲスト
ティーチャーにお招きしての道徳授業、北区立滝野川第三小学校とのオンラ
イン交流、
「栄一翁かるた」などの学習活動を行いました。給食は、栄一翁の
好物だった「煮ぼうとう」を栄養士の説明とともに食しました。

2021/11/12 ２年生_生活科校外学習
本日、２年生は徒歩で、川本公民館と川本図書館へ校外学習に行ってきまし
た。地域にある公共施設を知り、そこで仕事をする人々の様子を学び、自分の
生活に生かすことがねらいです。公民館では、設置されている部屋等を見学し、
ホールで職員の方に質問し、答えていただきました。図書館では、あらかじめ
作成していただいた個々の貸し出しカードを利用して、自分で本を借りまし
た。休館日でのご対応ありがとうございました。子供たちは、目を輝かせなが
ら、真剣に見学していました。

2021/11/12 花はなプラン
本日、花はなボランティアの方々に応援をいただき、環境委員の児童が花
壇に花を植えました。花苗は深谷市からいただきました。子供たちがレイア
ウトを考えながら、ボランティアの皆さんにアドバイスをいただき、花壇が
彩られました。花はなボランティアの皆さんありがとうございました。

2021/11/16 5 年 社会科見学
本日、５年生が群馬県富岡市方面に社会科見学に行きました。見学先は、こ
んにゃくパーク、富岡製糸場、群馬自然史博物館の 3 箇所です。こんにゃくの
製造過程や富岡製糸場の歴史、生物の進化など、目を輝かせながら真剣に見学
していました。五感を働かせて生きた学びができました。

2021/11/17 6 年 修学旅行
本日、6 年生が日光方面へ修学旅行に行ってきました。大谷資料館、華厳
の滝、東照宮を見学しました。日帰りでの修学旅行となりましたが、子供た
ちは、見学先での説明を一生懸命聞きながら楽しんでいました。

2021/11/12 ３年_社会科見学
本日、３年生が社会科見学に行ってきました。豊里地区のネギ農家さん、深
谷消防本部、大河ドラマ館、深谷市役所と、自分たちが暮らす市内を実際に見
て、聞いて、触れて一生懸命学んできました。

2021/11/19 第５回学校運営協議会
本日、第５回目の学校運営協議会を行いました。緊急事態宣言解除後の学
校行事等を見ていただき、今後の行事の取り組み方や子供たちの様子につい
て話し合いました。また、通学路の安全やあいさつ運動、学校応援ボランテ
ィアについて意見交換しました。

2021/11/20 第２回 PTA 資源回収
１１月１７日(水)～１９日(金）は、
「無人回収」とし、PTA 役員さんの「思
いやりタイム」を設けて実施しました。２０日(土)は、
「大口回収」として、
PTA 役員とパパの会の皆さんに事業所などを回収に回っていただきました。
ご協力いただいた地域の方々、PTA 役員の皆さんに心より感謝申し上げます。

