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－しめくくりと次 年 度 への準 備 を－
新型コロナウイルス感染拡大の第６波の影響を受けてスタ
ートした３学期ですが、皆様のご協力により、少しずつ日常に
戻りつつあります。引き続き、子供たちの健康観察を丁寧に行
いながら、教育活動を進めてまいりますので、よろしくお願い
いたします。
さて、3 月に入り、本年度もあっという間に残り 1 ヵ月とな
りました。３月２４日には 7１名の６年生がいよいよ小学校全
課程を修了し、めでたく卒業の日を迎えます。現在、巣立つ準
備を着々と進めているところです。卒業生や保護者の皆様にと
りまして、心に残るすばらしい卒業式ができるように、職員全
員で心をこめて臨みたいと考えております。新型コロナウィル
スの影響もあり、今年度もご来賓をお招きすることが叶いませ
んが、各自治会長様をはじめとする地域の方々、スクールガー
ドリーダーさんや福寿会をはじめ登下校を見守っていただい
ている方々、学校応援団やパパの会など教育活動を支援してく
ださっている方々など、多くの皆様に支えていただきながらの
小学校生活６年間です。改めて厚くお礼申し上げます。
1 年生から 5 年生の児童も、この 1 年で大きく成長していま
－「８つの言 葉 」花 いっぱいプロジェクト－
す。次の学年へのステップアップの月となるよう、まとめをし
っかりと行い、今年度のしめくくりをしたいと考えておりま
す。
保護者の皆様におかれましても、進級、進学に向けてお子さ
んが希望をもてるよう、応援と励ましをお願いいたします。

－埼 玉 県 学 校 歯 科 保 健 コンクール表 彰 校 －
今年度、本校が「入選校」に選ばれ、表彰されました！
このコンクールは、「生きる力をはぐくむ学校での歯・口の健
康づくり」の理念に基づき、児童生徒の歯・口の健康づくりを推
進し、健康教育全般において充実している学校が表彰されるもの
です。歯・口の健康は、全身の健康に影響を及ぼすことから、健
康教育においても極めて重要です。日頃
から行っている歯磨き指導は、自分自身
の健康を管理できる確かな健康観を身に
付けるための取組の一つです。
また、むし歯の予防や治療には、ご家
庭の協力が不可欠です。今回、受賞でき
たことは、歯科校医さんの指導のもと、
学校と家庭が連携して子供たちの努力を
支えられたことによるものと考えており
ます。未来を創る子供たちが健康で豊か
に生きていけるよう、引き続きご協力を
お願いいたします。

－村 岡 桃 佳 選 手 にエールを！－
本校の卒業生、村岡桃佳選手が東京パラリンピ
ックに続き、北京冬季パラリンピックにも出場し
ます。3 度目の冬季パラリンピック出場となる今
回は、日本選手団の主将として、アルペンスキー
での連覇を目指しています。
3 月 4 日に開幕し、3 月 13 日までの 10 日間
の日程で行われます。目標に向かって挑戦してい
る村岡選手を、本校でも皆で応援したいと考えています。困難を
乗り越えて夢に向かって挑戦する姿は、きっと子供たちの心に勇
気の灯をともしてくれることと思います。ご家庭でもぜひお子さ
んと一緒に「先輩」の活躍する姿を応援していただければと思い
ます。

１日
２日
３日
４日
５日
６日
７日
８日
９日
１０日
１１日
１２日
１３日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日
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(土)
(日)
(月)
(火)
(水)
(木)
(金)
(土)
(日)
(月)

朝会（表彰）
読書タイム、委員会活動
チャレンジタイム
学級の時間、６年生を送る会

読書タイム
学年集会（リモート）
読書タイム､クラブ､フッ化物洗口
チャレンジタイム
学級の時間

読書タイム、通学班会議・一斉下校
読書タイム
読書タイム、フッ化物洗口
特日４時間
特日４時間

(火)
(水)
(木)
(金)
(土)
(日)
(月) 春分の日
２２日 (火) 特日４時間
２３日 (水) 特日４時間、給食最終日、６年修了式
２４日 (木) 特日３時間、卒業式、１～５年臨休
２５日 (金) 特日３時間、修了式、６年臨休
２６日(土)～３/３１(木) 学年末休業日
＜４月のおもな予定＞
１日(金)～７日（木） 春季休業日
６日(水) 新年度準備作業（新６年生 登校）
８日(金) 始業式、入学式
１１日(月) 通学班会議、一斉下校
１２日(火) ２～６年生：給食開始
新型コロナウイルス
１５日(金) 離任式
の感染拡大状況に
１９日(火) １年生：給食開始
より、予定を変更す
２２日(金) 授業参観・懇談会、PTA 総会
ることもあります。
２５日(月)～５/９日(月) 家庭訪問日

＆ お願い
― お―知お知らせ
らせ ＆
お 願―い －
○ 「オンライン学習の約束」について
自宅待機や登校自粛等により、オンラインで授業に参加す
る際の約束を決め、児童と確認をしました。
・４５分間、授業に参加します。学校にいる時と同じです。
・顔が見られるように、カメラを「オン」にします。
・話す時だけ、マイクを「オン」にします。
・困ったことがあったら、挙手マーク✋を押して待ちます。
・先生に指名されたらマイクを「オン」にして話をします。
登校できるようになった際に、スムーズに学校生活に適応
できるよう、ご協力をお願いいたします。

○ 対象年齢のあるゲームソフトに注意
日 本 国内 で販 売 されて い る家 庭用 ゲ ームソ フ トに は 、
CERO※（コンピュータエンターテインメントレーティング
機構）により、ゲームソフトの表現内容にもとづき、対象年
齢等を商品に表示する制度があります。
＜年齢区分＞A（全年齢）B（12 才以上）C（15 才以上）
D（17 才以上）Z（18 才以上のみ）
中には、C 区分（１５才以上対象）のゲームを行っている
子供もいるようです。依存性が高いことや暴力的な描写、オ
ンライン上での他者とのやり取りなど、生活習慣や心身に与
える影響等が心配されます。「周りの友達もやっているから
…」だけで、大丈夫と判断することのないようお願いします。

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～
2022/02/01 ２月の全校朝会

2022/02/03 入学説明会

２月が始まる今日、全校朝会を放送で行いました。登校していない児童に
もオンラインで参加してもらいました。校長講話では、コロナウィルスに関
することとして、予防についてと偏見や差別があってはいけないことについ
て話しました。また、努力の積み重ねについて新聞紙を折り進んでいった時
の厚さ（高さ）を例に、いつか劇的な変化がやってくることを伝えました。

本日、来年度入学予定児童に係る入学説明会を行いました。まん延防止等
重点措置適用期間のため時間を短縮し、学用品等の購入は WEB で注文を受
け、後日引き渡しとさせていただきました。説明会終了後、子ども会役員の
方々にお手伝いいただきながら、下校班編成を行いました。来年度は５５名
の新入学児童を予定しております。しっかりと準備を進め、新入生のご入学
を楽しみにお待ちしております。

2022/02/10 雪遊び
予報通りの積雪となり、業間休みまでの間、校庭も一面真っ白になりま
した。子供たちは、校庭の端や校舎の周りにうっすらと積もった雪を楽し
そうに、大事そうにかき集め、思い思いに遊んでいました。

2022/02/15 第９回学校運営協議会
本日、今年度最後となる第９回学校運営
協議会を行いました。前回の熟議で出され
た「目指す児童像」と本校の課題をもとに
改善した、次年度の学校経営方針の構想に
ついて説明し、協議しました。協議内容を
来年度の経営方針に反映させ、地域・家庭
と一体となって子供たちを育成してまい
ります。学校運営協議会委員の皆様、１年
間ありがとうございました。

2022/02/18 卒業お祝い給食＆給食週間行事
２月１６日に６の１、本日１８日に６の２が、多目的ホールで「卒業お祝
いメニュー給食」をいただきました。コロナ禍でない年には、バイキング形
式で行っていましたが、今回は、一人一人に配膳し、全員前を向いて黙食で
行いました。いつもより豪華なメニューにうれしそうな表情で、舌鼓を鳴ら
していました。また、今週はお昼の時間に給食週間コンクールの入選作文と
標語を校内放送で朗読してもらいました。学校栄養士や調理員さんへの感謝
の言葉や給食が大好きな気持ちが表れた素晴らしい作品でした。

2022/02/18 教室大型モニターの入替え
昨日２月１７日の放課後に、教室の大型モニターの入替えを行いました。
これまでの４２型から６０型と大きな画面になり、子供たちに聞くと「大き
くて見やすくなった！」と、喜びの声が返ってきました。一人一台タブレッ
トの活用が進む中、モニターの役割も大きくなっています。今回の入替えが、
よりわかりやすい授業につながるようにしていきたいと思います。

2022/02/24 元気になわとび！

2022/02/24 第 3 回資源回収

休み時間になると、校庭に設置してあるジャンピングボードになわとびを
持った子供たちが集まってきます。
「先生、見て！」と、上手になった跳び方
を披露してくれます。なわとびは、瞬発性や巧緻性といった幼少期に発達す
る運動能力を高めるのに大変適した運動です。また、一人でも手軽に取り組
めるので、ご家庭でもぜひ励ましの声をかけてあげてください。

２月２２日(火)～２月２５日(金)に無人資源回収を行っています。午前９時
～１０時を「思いやりタイム」として、PTA 役員さんが荷下ろしを手伝って
くださっています。資源を提供してくださっている皆様、PTA 役員の皆様、
ご協力いただきありがとうございます。なお、大口回収については、新型コ
ロナ感染予防のため、中止とさせていただいております。次回へのご協力を
お願いいたします。

おめでとう！みんなで拍手！
埼玉県「ごはん・お米とわたし」
作文・図画コンクール

埼玉県書きぞめ中央展覧会
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５年 福島 雄太

６年 石田 真結

