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-冬 来 りなば春 遠 からじ寒さの厳しい中、暦の上ではもう春を迎えます。新型コロナ
ウィルスの変異株による感染拡大が全国的に急増しており、そ
の感染力は、以前よりも非常に強く、子供たちにも広がってし
まうという深刻なものです。
本校においても例外なくその影響を受け、保護者の皆様には
大変ご心配をおかけしております。また、日々の健康観察やご
家庭での生活管理等、様々なことにご協力いただいております
ことに心より感謝申し上げます。
教室に子供たち全員が集い合うことができない状況にあって
も、皆様のご協力により、タブレット端末をオンライン活用し、
制限はありますが子供たち全員と学校がつながり、学びを止め
ることなく学校運営を行うことができております。職員も心配
や不安をもつ子供たちが少しでも元気になるようにと、このよ
うな時だからこそ、笑顔と励ましを心がけております。そして、
感染への恐怖や不安が少しでも和らぐように心のケアも必要で
あると考えております。
子供たちが安心して学校生活を送れるよう、今後も子供たち
一人一人の健康状態を丁寧に観察し、状況に応じた判断と対応
を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、このような状況下では、誰もが感染する可能性があり、
感染者や濃厚接触者または医療従事者、その家族等に対する差
別や偏見は、科学的、倫理的にみて、誤った考え方であること
をお子さんにお話しいただきますよう重ねてお願いいたしま
す。
「冬来りなば春遠からじ」との格言のとおり、明るい未来へ
の希望を子供たちに与えられるよう、学校運営を行なってまい
りますので何卒、よろしくお願いいたします。

１月２４日(月)から２月４日(金) は、

「学力向上旬間」
１年間の学習のまとめとして、国語と算数
を中心に学習の定着に取り組んでいます。
○ iPad を活用したドリル学習
朝のチャレンジタイムを中心に、「ドリルパーク」のパワ
ーアップドリル（発展問題）にチャレンジ。正答か間違いか
をすぐに知ることができ、解き直しもできます。教師は、つ
まずいている子の支援に時間を使うことができます。
○ 読書活動の充実
朝の読書タイムや課題が終わった後、給食配膳時の空いた
時間に読書を行います。図書室で借りた本や家から持参した
本をいつでも読めるよう手元に置いておきます。読書量の多
いことは川本北小の強みです。
○ 県学力・学習状況調査結果の活用
４～６年生は、今年度実施した県学力・学習状況調査の結
果から、児童の状況を多面的に把握し、学習指導の充実を図
ってまいります。また、「復習シート」も活用します。
宿題や自主学習にしっかり取り組める子も増えてきました。
以前お配りしました「家庭学習のススメ」を参考にしていただき、
「学年×１０分＋１０分」を目安に、お子さんが意欲をもって家
庭学習に取り組めますよう、保護者の皆様にも、励ましの声かけ
など、引き続きよろしくお願いいたします。

１日 (火) 全校朝会（放送）、校内書きぞめ展（～2/7）、
5 年川本中授業見学・清掃体験
２日 (水) 読書タイム、委員会活動→5，6 年 6 時間授業
３日 (木) チャレンジタイム、入学説明会(13：00 受付)
４日 (金) 学級の時間、6 年社会科見学
５日 (土)
６日 (日)
７日 (月) 読書タイム
８日 (火) 学年集会（リモート）
９日 (水) 読書タイム､全学年 5 時間授業､フッ化物洗口
１０日 (木) チャレンジタイム、ふっかちゃん夕焼け計算道場
１１日 (金) 建国記念の日
１２日 (土)
１３日 (日)
１４日 (月) 読書タイム
１５日 (火) 読書タイム、授業参観（1,2,6 年､たけのこ）
学校運営協議会
１６日 (水) 読書タイム、クラブ活動、フッ化物洗口
１７日 (木) チャレンジタイム、ふっかちゃん夕焼け計算道場
１８日 (金) 学級の時間
１９日 (土)
２０日 (日)
２１日 (月) 読書タイム
２２日 (火) 読書タイム、授業参観（3,4,5 年）、
無人資源回収
２３日 (水) 天皇誕生日
２４日 (木) クラブ発表会、無人資源回収、
ふっかちゃん夕焼け計算道場
２５日 (金) 教育相談日、特別日課、無人資源回収
２６日 (土) 大口資源回収
２７日 (日)
２８日 (月) 読書タイム
＜３月のおもな予定＞
・ ４日（金） 6 年生を送る会
・２１日（月） 春分の日
・２３日（水） 給食最終日、6 年修了式
・２４日（木） 卒業式 ※１～５年臨時休業日
・２５日（金） １～5 年修了式
・２６日（土）～ 学年末休業日
※ 緊急事態宣言の状況により、予定を変更することもあります。

― お 願 い ―
○ 引き続き、感染拡大防止へのご協力を
学校では、まん延防止等重点措置の適用を受け、以下の対
策を行っております。引き続き、ご協力をお願いいたします。
・健康観察の徹底（「欠席・遅刻連絡フォーム」の活用）
・マスク着用の徹底(口､鼻が隠れるように）
・手指消毒、手洗いの励行
・感染リスクの高い学習活動の一時中断
・教室の常時換気と休み時間ごとの窓全開
・加湿器による保湿と暖房による保温
のどの痛みや咳、発熱等の風邪症状がある場合には、登校
を見合わせていただき、医療機関の受診をお願いします。そ
の際、すぐに症状が落ち着いた場合でも感染していることが
ありますので、検査を行っていただくなど、無理をせず、安
心できる状態になってからの登校をお願いします。
また、症状が軽く比較的元気な場合や登校による感染が不
安な場合でも「出席停止」扱いとし、「欠席」にはなりませ
ん。授業へのリモート参加ができますので、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～
2022/01/11 ３学期始業式
１７日間の冬休みが明け、本日、３学期をむかえました。今朝は、更生保
護女性会の方も挨拶運動を行っていただき、雨空の中の登校でしたが、子供
たちは元気に「おはようございます！」
「あけましておめでとうございます！」
とあいさつしながら登校しました。始業式では、３年生の代表児童が３学期
の目標を３つ発表してくれました。校長講話では、新井白石の父親が話した
とされる「米一粒の努力」について紹介し、
「根気」をテーマに頑張る３学期
にと話をしました。

2022/01/17 更生保護女性会あいさつ運動
１月１１日～１月１７日の期間、更生保護女性会の方々が校門に立って、
あいさつ運動を行ってくださいました。
「子供たちが元気でいいですね！」と
いうお言葉をいただきました。元気なあいさつが広がるよう「あいさつプラ
ス１」、の取組を進めています。ご家庭でも「おはよう」
「いってきます」
「い
ただきます」「ただいま」「おやすみなさい」など、日頃のあいさつの大切さ
をお話しください。

2022/01/12 書きぞめ制作会（3，5 年）

2022/01/13 書きぞめ制作会（1,2,4,6 年）
1，2 校時に 6 年生、3，4 校時に 4 年生が体育館で、1，2 年生は教室で書き
ぞめ制作会を行いました。6 年生は「希望の光」、4 年生は「友だち」、1，2
年生はフェルトペンでそれぞれ「お正月」、「元気な子」が制作課題です。こ
れまでの練習の成果を出しきろうと、どの子も真剣に自分の作品に向かって
いました。

1，2 校時に 5 年生、3，4 校時に 3 年生が、体育館で書きぞめ制作会を行い
ました。5 年生は「新しい朝」
、3 年生は「こぶし」が制作課題です。これま
での練習の成果を出しきろうと、どの子も真剣に筆を握っていました。

2022/01/19 発育測定
１月１７日～１９日に３学期の発育測定を行いました。毎学期始めに子供
たちの成長の状況が分かるように身長と体重を計測し健康カードに記録して
います。成長の時期やスピードには個人差がありますので、過度に他の子と
比較することなく一人一人の成長を見ていきましょう。

2022/01/20 ５年_電子教科書を活用した授業
５年２組で、電子教科書を活用した算数の研究授業を行いました。コロナ
対策として、授業の録画と子供たちのタブレットの録画機能を使い、どのよ
うな操作をしたのかを後で確認できるようにし、職員が多数教室に集まらな
い形で実施しました。三角形の求積法をタブレット上の図形を操作し、既習
事項を使いながら自分の考えを書きこみ、説明するという学習を一人一人が
真剣に取り組んでいました。

おめでとう！みんなで拍手！
書きぞめ 深谷地区展
（特選） ６年 石田
（入選） ３年 新井
４年 内田
５年 大島
６年 石川

真結
奏海、鈴木
夏菜、遠藤
楓花、岸本
優萌、大澤

未瑚、村田
翼沙、平井
咲良、新井
由莉、福島

桜、森田 月華、小暮 希依菜、齊木 夢瑠、佐藤 萌香
沙季、福島 拓実、森田 空希、新井 紅心、小谷 果穂、眞下 怜
亮佑、大澤 日向、富岡 里桜、林 和奏、福島 雄太
康生、須賀 いろは、馬場 愛、峯岸 瑚乃、山本 丈瑠

埼玉県小・中学校児童生徒美術展（大里地区展）
（特選） ５年 大槻 菜那、６年 佐々木 祐太
（入選） １年 大澤 楓果、田尻 愛莉、山下 このは、横井川 愛
２年 飯田 陽翔、五十嵐 海翔、島田 峯彩、山崎 優芽
３年 中水 柚稀、渡邉 心莉、笠原 未琴、田尻 恵理菜
４年 猪野塚 颯人、曽根 一華、内田 泰地、塚田 迅丈
５年 中水 煌稀、山内 理史、北野 芙美花
６年 矢都木 咲良、井上 陽輝、瀬山 陸斗、今井 大也

給食週間 作品コンクール 金賞
＜ 絵 ＞ １年
２年
＜作文＞ ３年
４年
＜標語＞ ５年
６年

川﨑
井上
麻生
筒井
鈴木
曽根

結望、田嶋 香帆、青栁 奏、板倉 菜月、内田 悠翔
愛月、吉村 宗祐、新井 杏華、石田 宙都
裕馬、飯野 七心、齋藤 優凪、松岡 詩也
彰栄、永田 琉桜、眞下 怜、松下 陽希
凛、田嶋 瑠威、飯田 咲愛、井上 琥太、深澤 一花、藤野 鈴乃
大河、馬場 琉希亜、石塚 利陽斗、瀬山 陸斗

