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－２学 期 終 業 、希 望 の新 年 へ－
一番長い授業日数 74 日間の２学期が、本日で終業となりま
す。緊急事態宣言が明けてから、なお制限がありつつも、様々
な行事や教育活動を通して、「元気・やる気・根気」の姿が数
多く見られました。保護者並びに地域の皆様に多大なるご理解
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。本
当にありがとうございました。
○ １年生、「校長先生、さようなら！」と、毎日元気に気持ち
のよいあいさつで下校していきます。勉強も運動も、掃除や
給食もしっかりと取り組める子供たちになっています。
○ ２年生、友達との関わりに広がりが見られるようになり、
相手のことを考え、協力して元気に頑張る姿がたくさん見ら
れます。現在、「かけ算九九」に一生懸命挑戦しています。
○ ３年生、様々なことに興味・関心をもち、進んで発表した
り、調べたりするなど、学ぶ意欲が高まっています。社会科
見学でも疑問に思ったことを進んで質問していました。
○ ４年生、クラスで力を合わせて行動できるようになってい
ます。タグラグビー大会では、仲間を励ましたり、思いやっ
たりしながら団結することができした。
○ ５年生、日帰りの林間学校でしたが、友達を思いやり、協
力してたくさんのプログラムを充実させることができまし
た。誰かのために力を発揮しようとする心が育っています。
○ ６年生、修学旅行先でのあいさつや集団行動など、「さすが
最高学年！」という姿が随所に見られました。学習にも自分
のめあてをもち、落ち着いて意欲的に取り組んでいます。
子供たちは、数多くの経験を積んだ分、成長していきます。
春に見事な花を咲かせる植物が、厳しい寒さを経験するように
もう少し高いハードルを越えてみたい、チャレンジしようと心
を決められる子はぐんと伸びていきます。その心に水をやり日
光を降り注ぐことができる学校でありたいと考えております。
さて、明日からの冬休みは、今年を振り返り、１年間の努力
を自己評価するとともに、自分の課題をもとに新しい年の目標
を立てる大切な時期であり、年末年始の楽しい行事の中で、あ
るいは家族の一員としての仕事を手伝う中で家族の絆を感じ
ることができる貴重な期間です。ぜひ、子供たちが新年の希望
をもって３学期を迎えられるよう、関わりと励ましをお願いい
たします。
それでは、保護者並びに地域の皆様、まだまだ予断を許さな
いコロナ禍で迎える年末年始となりますが、どうかよいお年を
お迎えください。

― お知らせ ＆ お願い ―

第 ６回

学校運営協議会

１２月１３日(月)に今年度第６回目の学校運営協議会を開催し
ました。今回は、コロナ第六波を想定した今後の教育活動への対
策と次年度に向けた年間行事計画について協議した後、子供たち
の授業の様子を見ていただき、学校評価を行っていただきました。
「地域とともにある学校」として、いただいた評価を今後の教育
活動、次年度の教育計画に生かしてまいります。
令和３年度 学校運営協議会学校評価

知 らせ＆
願 い―
―おお知らせ
＆お
お願い
○ 図書費をご寄贈いただきました
川本更生保護女性会の皆様にお越しい
ただき、図書費を寄贈していただきまし
た。大変にありがとうございました。子
供たちの未来のために、図書室の本を購
入させていただきます。

○ １２月２９日～１月３日の緊急な連絡について
１２月２９日（水）～１月３日（月）は、学校閉庁日（日
直を置かない日）となります。緊急時の連絡は、下記の電話
番号へお願いいたします。（上記の期間限定の連絡先となり
ます）

０８０－３４３５－６５８０

学校教育目標の浸透
学校スローガンの浸透
学校運営協議会の取組の浸透
わかりやすい授業の実施
子どもが生き生きと活動
教育環境の整備
関係機関と連携した生徒指導
情報の発信
ふるさと教育の推進
深谷の子６つの誓いへの取組

― お知らせ＆お願い ―

資 源 回 収 、大 変 お世 話 になりました！

0%

よくあてはまる

１１日 (火) 特日３時間、始業式
１２日 （水） 読書タイム、給食開始、委員会活動、
書きぞめ制作会３・５年、フッ化物洗口
１３日 （木） チャレンジタイム、書きぞめ制作会１・２・４・６年、
ふっかちゃん夕焼け計算道場、
放課後子ども教室、ＰＴＡ本部役員会
１４日 (金) 学級の時間、標準学力検査（CRT）
１５日 （土）
１６日 (日)
１７日 （月） 読書タイム、学校運営協議会
発育測定 1･２年･たけのこ
１８日 （火） 学年朝会、発育測定 3･4 年
１９日 (水) ５時間授業、読書タイム、発育測定 5･6 年
フッ化物洗口
２０日 （木） チャレンジタイム、放課後子ども教室
ふっかちゃん夕焼け計算道場
２１日 (金) 学級の時間
２２日 （土）
２３日 （日）
２４日 （月） 読書タイム、学校給食週間（1/28 まで）
２５日 （火） 児童集会
２６日 (水) 読書タイム、クラブ活動、フッ化物洗口
２７日 （木） チャレンジタイム、学校保健委員会
ふっかちゃん夕焼け計算道場
放課後子ども教室
２８日 (金) 特別日課、教育相談日
★川本中入学説明会
２９日 （土） 大里地区児童生徒美術展「くまぴあ」
３０日 （日）
〃
３１日 （月） 読書タイム
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＜記述から＞
・学校運営に関しては良く取り組んでいると思います。各学年、しっかりと
先生と向き合っており、しっかりと授業に取り組んでいてよかったです。
・タブレットを活用しながら、学年によって内容のレベルアップも感じられ、
それによる達成感も感じます。大変興味深く見させていただきました。
・登校時や下校時にたまたま会った時によく挨拶をしてくれる児童が多い。
・登下校時の集団行動にもう少し改善が望まれます。

11 月 17 日(水)～11 月 19 日(金)の無人回収では、PTA 地
区委員さんに「思いやりタイム」を担当していただき、20 日
(土)は、本部役員と広報委員、パパの会の皆
さんに、大口の事業所の回収していただきま
した。重ねて感謝申し上げます。
また、地域の皆様、前回を上回るご協力あ
りがとうございました。子供たちの教育活動
に還元させていただきます。
【資源回収収益金】６２，６１２円<前回より 14,257 円増>
＜内訳＞ 段ボール 24,437 円（5,055 ㎏）<415kg 増>
新聞雑誌等 27,985 円（6,705 ㎏）<618kg 増>
アルミ缶 10,190 円（ 187 ㎏）< 74kg 増>
＊その他、深谷市から リサイクル活動奨励金が６万円程度
見込まれます。
＊ 第３回資源回収は、2 月 23 日(水）～25 日(金)、
大口回収 26 日(土) の予定です。ご協力をお願いいた
します。

表彰 おめでとう！みんなで拍手！
深谷市読書感想文コンクール

深谷市「３つの運動」標語コンクール

（特選） １年 金井 大河、２年 髙橋 愛也斗、４年 大西 優芽

（優秀賞） ６年 廣瀬 暖々

５年 大河原 涼咲、６年 鯨井 愛乃
（入選） １年 中原 颯士、２年 飯田 莉菜
３年 五十嵐 楓花、３年 宮本 美桜奈

深谷市「家庭の日」ポスターコンクール
（優良賞） ２年 髙橋 愛也斗

４年 加藤 未桜、５年 岸本 咲良、６年 大澤 由莉

薬物乱用防止啓発ポスターコンクール
大里地区文集「けやき」

(埼玉県薬剤師会長賞) ６年 峯岸 瑚乃

（特選） １年 曽根 双葉、２年 齊藤 羽依、３年 飯野 七心
４年 福島 煌基、５年 飛田 樹里、６年 石川 優萌
（入選） １年 籠島 誠人、２年 荻野 湊、３年 宮本 美桜奈
４年 吉田 凌空翔、５年 岸本 咲良、６年 小林 亮太

身体障害者福祉のための美術展
（入選） １年 田村 優真、２年 石川 聖也、２年 柿間 心乃、２年 堀野 大智

深谷市科学コンクール
(金賞) ４年 猪野塚 颯人
(銀賞) ５年 大塚 雷夢、５年 宮代 清克

大里地区児童生徒発明創意くふう展
（入選） ５年 岩上 大輝、５年 加藤 幸雅
６年 櫻井 瑠已、６年 笠原 崚誠、６年 山本 丈瑠

３年 田尻 陽愛、３年 梨木 信希、４年 引野 心愛、４年 吉村 夏穂
４年 川島 美桜、５年 野地 麗音、５年 富岡 里桜
６年 佐々木 祐太、６年 金井 桜姫

深谷市児童生徒発明創意くふう展
（入選） ５年 新井 鈴桜、５年 飯野 蒼空
６年 國分 悠心、６年 佐々木 祐太、６年 鯨井 愛乃

郷土を描く美術展
（特選） ５年 林 和奏
（入選） １年 茂木 美緒、１年 中原 颯士、３年 飛田 美由羽
３年 小暮 希依菜、４年 猪野塚 颯人、４年 塚田 迅丈

深谷市環境ポスターコンクール
(入選) ４年 小谷 果穂、４年 田尻 大芽、
４年 塚田 迅丈、４年 米山 海杜

５年 鈴木 凛、６年 宮下 優理愛、６年 峯岸 瑚乃

埼玉県歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
（優秀賞） ２年 内藤 栞

ふかや・ふれあい人権セミナー人権作文
（最優秀賞） ２年 増田 葵
（入選）

２年 糟屋 友里

埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール

深谷市人権啓発ポスター展

（入賞）

（副会長賞） ６年 石川 優萌

６年 西條 慈

大里郡市歯と口の健康に関するコンクール

深谷市人権作文コンクール

（図画・ポスターの部 入賞）

（入選） ２年 小川 桜衣、２年 堀野 大智

１年 中原 颯士、２年 小川 乃愛、３年 根岸 環太、３年 齊木 夢瑠
(標語の部 入賞)
４年 横井川 夢、５年 佐々木 菜月、５年 上田 剛也、６年 原田 理央

３年 黒沢 月彩、３年 西條 佑
４年 筒井 彰栄、４年 中島 駈
５年 佐々木 菜月、５年 大澤 日向
６年 浅野 凜、６年 四方田 湊司

大里深谷むし歯予防推進のための行事
（図画・ポスターの部 入賞）
１年 曽根 双葉、１年 山崎 莉愛、１年 山下 このは
２年 小野山 湊、２年 舟橋 大翔、２年 髙橋 愛利、２年 松下 玄樹
２年 廣井 優奈、３年 五十嵐 楓花、３年小暮 希依菜
(標語の部 入賞)

校内ロードレース大会（各学年３位まで）
１年女子 ① 中川 美音、② 田尻 萌花、③ 竹田 莉奈
１年男子 ① 中原 颯士、② 柴﨑 翔梧、③ 大谷 夏輝
２年女子 ① 新井 杏華（新記録）、② 澁澤 叶音、③ 井上 愛月
２年男子 ① 五十嵐 海翔(新記録)、② 佐藤 湊太、③ 山本 琉久真
３年女子 ① 黒沢 月彩、② 小暮 希依菜、③ 田尻 恵理菜

４年 猪野塚 颯人、４年 白野 鉄将、４年 田尻 柑乃

３年男子 ① 野地 星那、② 梨木 信希、③ 五十嵐 圭

５年 江原 俊也、５年 富岡 里桜、６年 高橋 真依、６年 横瀬 愛菜

４年女子 ① 曽根 一華、② 井上 美月、③ 中村 和奏
４年男子 ① 眞下 怜、② 吉田 凌空翔、③ 平井 佑侍

深谷の子６つの誓い標語コンクール
(優秀賞) １年 大澤 龍太郎、２年 松本 莉橙、３年 宮本 美桜奈
４年 筒井 彰栄、５年 渡邉 心媛、６年 金井 桜姫

５年女子 ① 新井 鈴桜、② 川島 美桜、③ 渡邉 心媛
５年男子 ① 福島 雄太、② 岩上 大輝、③ 浅賀 友翔
６年女子 ① 浜川 凛々、② 峯岸 瑚乃、③ 浅野 凜
６年男子 ① 國分 悠心、② 笠原 崚誠、③ 櫻井 瑠已

