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－夢 をもって！３学 期 始 業 ！－
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
いよいよ３学期が始業となりました。２０２２年、新たな年
を迎え、川本北小学校も益々、子供たちや保護者、地域の皆様
から信頼される学校を目指し、「自分らしく輝き、夢と希望あ
ふれる川北小」のスローガンのもと、スタートをしたいと思っ
ております。
また、オミクロン株の拡大が懸念される中で迎えた新年です
が、感染予防に十分努めながら教育活動を進めてまいりたいと
考えておりますので、ご協力をお願いいたします。
さて、新年を迎え、子供たちも新たな気持
ちで３学期をスタートしています。「一年の
計は元旦にあり」というように、一年の初め
に立てた目標や決意は、その年の大きな原動
力になるものです。川本北小では、夢や目標
が子供たちの心を支え、計画や実行、成果へ
とつながると捉え、教育活動を進めていきた
いと考えております。特に、無限の可能性を
持った子供たちですから、私たち大人の何気
ない一言や励ましがきっかけとなって、夢や希望がふくらむこ
とも多々あります。ご家庭や地域におかれましても、未来の宝
である子供たちへの声かけや励ましをお願いいたします。
ちなみに、校長室に暗唱にくる子供たちに将来の夢を聞き、
分野ごとにランキングにしたところ以下のようになりました。
・１位：スポーツ関連(サッカー、野球、バスケ、水泳等)
・２位：飲食関連（パティシエ、ケーキ屋、料理人等）
・３位：警察・消防関連（警察官、消防士、自衛官等）
・４位：教育・保育関連（教師、保育士、幼稚園教諭等）
・５位：医療関連（看護師、医師、助産師、薬剤師等）
・６位：動植物関連（獣医、飼育員、花屋、ペットショップ等）
・７位：ものづくり関連（建築士、デザイナー、植木職人等）
・８位：作家関連（漫画家、イラストレーター、画家等）
・９位：IT・ゲーム関連（YouTuber、ゲームクリエーター等）
・10 位：芸能・エンタメ関連（歌手、声優、ダンス、音楽家等）
子供たちが夢という原石を磨き、輝かせていける一人一人に
成長していけるよう心から願っております。
保護者並びに地域の皆様、引き続き川本北小学校の教育活動
にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

学校・家庭が力を合わせて
深 谷 の子
「6 つの誓 い」の実 践 を！
先月お願いしました「保護者アンケート」の結果から、「深谷の
子６つの誓い」に関連する項目をピックアップしました。昨年度よ
りも少しずつ向上しています。学校と家庭が力を合わせてさらなる
向上を目指せるよう、ご協力をお願いいたします。

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）
学力向上旬間（２/４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
＜２月のおもな予定＞
・ 3 日（木） 入学説明会
・ 4 日（金） 6 年社会科見学
・１１日（金） 建国記念の日
・１５日（火） 授業参観日（1,2,6 年，たけのこ）、学校運営協議会
・１８日（金） 教育相談日、特別日課
・２３日（水） 天皇誕生日
・２２（火）２４(木)２５（金） PTA 資源回収【２６（土）大口回収】
・２２日（火） 授業参観日（3,4,5 年）
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○ 感染予防対策について
オミクロン株の感染拡大が懸念されております。インフル
エンザ予防と併せ、以下の点を引き続きお願いいたします。
① 毎朝の検温と健康観察
② 本人や家族に発熱等の症状がある場合は登校を控える
③ マスク着用と手洗いの励行
「夢に向かって努力」：子供の無限の可能性を信じ、声かけや励
ましを！（昨年度比 ＋3.1％）
「毎日勉強」：家庭学習のススメを参考に「学年×１０分＋１０
分」に取り組めるよう、お子さんに合わせた学習
習慣の定着を！（昨年度比 ＋4.8％）
「挑戦・体験」：家の手伝いや役割も貴重な体験です。お子さん
に任せ、自己有用感を！（昨年度比 ＋6.7％）
「進んで挨拶」：挨拶や返事は、入学時から卒業まで毎日行う行
為です。学年が上がるほど、しっかりとした挨
拶と返事を！（昨年度比 ＋3.8％）
「靴そろえ」：引き続き一番の課題です。まずは大人が手本とな
り、家でもそろえる子に！（昨年度比 ＋0.5％）
「言葉遣い」
：まずは「ありがとう」
「ごめんなさい」をいつでも
素直に言える子に！（昨年度比 ＋6.1％）

○ 欠席連絡について
3 学期より、朝の欠席・遅刻連絡を保護者のスマートフォ
ン等から必要事項を選択・入力して行えるように準備しまし
た。これにより、職員が朝の時間に教室等で子供と向き合う
時間を生み出すことができます。担任からは、放課後または
必要に応じて保護者へ改めて連絡させていただきます。詳し
くは、本日配布のお便りをご覧いただき、ご協力をお願いい
たします。

○ 図書の貸出冊数が年間目標を超えました！
４月からの図書貸出冊数が１２月時点で年間目標の２万冊
を超え、２０,７２９冊（一人あたり 54.4 冊）となりました。
２学期からの電子化により貸出と返却がスムーズに行えるよ
うになったことも大きな要因となっているようです。

表彰 おめでとう！みんなで拍手！
寄居地方ユネスコ協会「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展
（入選） ４年 遠藤 翼沙

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～
2021/11/26 3 年_初めての書きぞめ
11 月 25 日に 3 年 1 組、26 日に 3 年 2 組が初めての書きぞめ練習を行いま
した。ゲストティーチャーに菊池さんをお招きして行いました。紙と道具の
置き方や墨の量、筆の持ち方などの基本的なことを教えていただいた後、実
際に子供たちが書いた文字にアドバイスをいただきました。また、実際に子
供たちに書くところを見せていただき、感嘆の声が上がっていました。

2021/11/29 休み時間の避難訓練
本日、業間休みに地震を想定した避難訓練を行いました。子供たちには、ど
こかの時間に行うことだけは伝え、事前指導を行ってありました。休み時間が
始まって５分経ったところで緊急放送を入れ、校舎内にいる児童は近くの教室
の机の下等で頭と体を守ること、運動場で遊んでいる児童は、運動場の中央に
集まって腰を下ろすことを第１行動としました。その後、第 2 行動として避難
経路を通って運動場に避難し、人員確認を行いました。避難開始から 5 分以内
に整然と避難することができました。

2021/11/29 4 年_MEET THE MUSIC
第５校時に、４年生が埼玉県芸術文化財団主催の「MEET THE MUSIC～
アーティストが学校にやってくる」事業に参加し、木管五重奏の音楽鑑賞を
行いました。演奏していただいたのは「アンサンブル・ミクスト」の皆さん
です。フルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットの美しい音
色と、奥深い音の重なりに、子供たちも目を輝かせて聴き入っていました。

2021/11/30 ４年_社会科見学
４年生が社会科見学に行ってきました。江南清掃センターでは、ごみがどの
ように処理されるかの説明を聞き、施設を見学させていただきました。栄一翁
の生家「中の家」、渋沢栄一記念館では、貴重な資料から栄一翁の生涯に触れ、
学ぶことができました。小川の伝統工芸会館では、手すき和紙の体験をしてき
ました。子供たちは、楽しく学んでこられたと笑顔いっぱいでした。

2021/12/07 たけのこ屋、かぶの販売
本日、業間休みにたけのこ学級の児童が、畑で栽培し収穫したかぶを職員
に販売してくれました。これは、生活単元学習といって、各教科で学習した
ことを実生活の中での体験を通して身に付ける学習活動の一環として行って
いるものです。一袋１６８円という設定金額で販売することで、お釣りの計
算で使う引き算や複数個売った時の足し算、かけ算などを実体験として活用
することをねらっています。また、お客さんへのあいさつや言葉遣い、気配
りなども学びます。１５分ほどであっという間に完売しました。収益はこの
後、スーパーマーケットでの買い物を体験する校外学習でつかっていきます。

2021/12/09 薬物乱用防止・非行防止教室
本日埼玉県警察本部少年課非行防止指導班「あおぞら」から２名の方をお招
きし、第５校時に６年生の薬物乱用防止教室を、第６校時に４，５，６年生の
非行防止教室を行いました。第５校時は、体育館で６年生が、薬物乱用の入り
口はたばこやお酒の軽い誘いであることや、たった１回が後戻りできなくなる
ほど恐ろしいのが違法薬物であることなどを学びました。第６校時は、引き続
き６年生が体育館で、４，５年生は教室でリモートにより非行防止についての
学習をしました。

2021/12/08 ４年_アイマスク・車いす体験
2021/12/16 ３年_ねぎ掘り
４年生が総合的な学習の時間にアイマスクと車いすの体験学習を行いまし
３年生がねぎ掘り体験をしました。６月に植えた苗が太くて立派なねぎに成
た。実際に障害のある人の立場と介助する人の立場を体験し、
「段差があるの
が分かっていても、見えないととても不安だった。
」「正しく伝えないとけが 長し、たくさん収穫することができました。近日中に家庭に持ち帰る予定です。
をさせてしまうので緊張した。
」
「車いすに乗っている人の気持ちが分かっ
た。
」など、気づいたことや考えたことをワークシートに記入していました。

2021/12/21 ４年_手話・点字体験学習
本日、４年生の総合的な学習の時間に、社会福祉協議会からご紹介いただ
いた深谷手話サークル「ねぎの会」と点訳「むらさきの会」の方々にご来校
いただき、手話と点字を体験的に教えていただきました。どの子も真剣に話
を聞き、体験をしており、覚えるのが早く皆一生懸命なことにお越しいただ
いた方々も感心していました。

2021/12/24 ２学期終業式
本日、賞状の伝達に続いて、２学期の終業式を校内テレビ放送で行いました。
代表児童の１年生が２学期に挑戦して頑張ったことを３点挙げ、３学期への意
気込みを話してくれました。校長講話でも、２学期を振り返り、挑戦した子供
たちの頑張りを讃えました。その後、教室では通知表「あゆみ」を手渡される
際、担任からの言葉に子供たちが真剣に耳を傾けていました。帰る際には、
「良
いお年を！」
「２学期間お世話になりました。３学期もよろしくおねがします。
」
と、元気に下校する子供たちがきらきらと輝いて見えました。

