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－１年 間 ありがとうございました－
保護者の皆様、地域の皆様、本校教育に関わっていただいた
１日(金)～７日（木） 春季休業日
すべての皆様、１年間、大変お世話になりました。新型コロナ
６日(水) 新年度準備作業（新６年生 登校）
ウイルス感染拡大防止の取組が続く中でしたが、「自分らしく
８日(金) 始業式、入学式 （特日３）
輝き、夢と希望あふれる川北小」をスローガンに教育活動を進
１１日(月) 通学班会議、一斉下校（特日３）
めてまいりました。皆様のお力添えのおかげで、令和３年度の
教育課程を無事に、そして大きな成果を収め、終えることがで ｖ １２日(火) ２～６年生：給食開始(特日５)
１３日(水) 特日５時間
きそうです。
１４日(木) 特日５時間
日々の教育活動を進める中で、改めて川本北小は、たくさん
１５日(金) １年生を迎える会、離任式(特日５)
の方々に支えていただいていることを感じました。来年度も、
１９日(火) １年生：給食開始、６年全国学力・学習状況調査
全教職員が一丸となり、皆様と一緒に「チーム川北」として子
２２日(金) 授業参観日
供たちのために頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願
２５日(月)～５/９日(月) 家庭訪問日（特日５）
いいたします。１年間、本当にありがとうございました。

－卒 業 、修 了 おめでとうございます－
いよいよ卒業を迎えることになった６年生７１名が、本校を
巣立つことになります。誠におめでとうございます。授業日数
１,１９０日の６年間、様々な出来事があり、一人一人が数多く
の経験を積み重ねてきました。卒業証書授与式で見る子供たち
の成長した背中は、６年生保護者の皆様にとっても感慨深い大
きさを持っているのではないかと感じます。保護者の皆様、今
まで学校教育にご理解とご協力をいただき、本当にありがとう
ございました。深く感謝申し上げます。
１年生から５年生の子供たちも１年間の教育課程を修了し、
４月からは次の学年に進級します。１年前に「できなかったこ
とができるように」「分からなかったことが分かるように」な
ったことがたくさんあります。この「節目」を大切に、子供た
ち一人一人の頑張りをたくさん認め、褒めてあげてください。
そして、新年度に向けて希望を持てるよう励ましの言葉かけを
お願いします。

－6 年 生 を送 る会 から－
まん延防止等重点措置の適用期間にあり、全校児童が一堂に会
しての 6 年生を送る会ができないため、各学年が作成した動画を
編集し、6 年生は体育館のスクリーンで、在校生は教室で観賞し
卒業を祝いました。
1 年生から 5 年生は、「やさしく助けてもらったこと」や「丁
寧に教えてもらったこと」に「ありがとう」という気持ちと、
「中
学校に行っても頑張ってください」と応援する気持ち、そして、
6 年生が卒業した後は、「私たちが伝統のバトンを引き継ぐぞ」
という決意を伝えることができました。
６年生は、6 年間自分を育んでくれたことへの感謝と、在校生
への「いい学校にしてほしい」という思いを伝え、「中学校でも
頑張るぞ！」と決意を新たにできたようです。
「感謝の心」「励ましの心」そして「決意の心」でつながった
心のこもった送る会になりました。学校の伝統というのは、この
ように上級生から下級生へと受け継がれていくのだなと、子供た
ちをとても頼もしく思いました。

※ 春休みは、次の学年に向けての準備の期間です。１年間の
学習をふり返り、復習をしっかりしておきましょう。また、引き続き新
型コロナウィルス感染予防や交通事故などに気を付け、健康で安
全な規則正しい生活をしてください。

― お知らせ＆お願い ―

資 源 回 収 、大 変 お世 話 になりました！
２月２２日～２５日に行いました無人
資源回収では、たくさんのご協力をいた
だきましたことに心より感謝申し上げま
す。まん延防止等重点措置適用期間によ
り大口回収を中止とさせていただきまし
が、新聞雑誌等の紙類、アルミ缶につい
ては、前回を上回る回収量となりました。
いただいた収益については、子供たちの教育活動に有効に使
わせていただきます。
【資源回収収益金】４９，１１０円
＜内訳＞ 段ボール
6,335 円（1,810 ㎏）
新聞雑誌等 33,275 円（8,520 ㎏）<1,815kg 増>
アルミ缶
9,500 円（ 190 ㎏）< 5kg 増>
＊ そ の 他 、 深 谷 市 か ら リサイクル活 動奨励 金が ５ 万 円程 度
見込まれます。

－お礼 ＆お知 らせ－
○ PTA 役員の皆さん、パパの会の皆さん
１年間ありがとうございました！
コロナ禍で活動に制限がかかる中、学校行事のお手伝いや資
源回収等、大変お世話になりました。並々ならぬご協力をいた
だいた皆様に心より御礼申し上げます。

〇 ４月８日 始業式について
新 2 年生～新 6 年生は、通常通り 8 時 00 分までに通学班で
の登校となります。昇降口に新しい学級の名簿を掲示しますの
で、それぞれの教室で待機することとなります。

－村 岡 桃 佳 選 手 、おめでとう！！－
在校生の動画を真剣に
観賞するの 6 年生

たけのこ学級はダンスと
掲示、メッセージで

1 年生は「あいうえおメ
ッセージ」と金メダルで

金メダルをうれしそうに
手にする 6 年生

2 年生は呼びかけと歌、
メッセージカードで

3 年生は「世界に一つだ
けの花」を手話で

4 年生は TV 番組風にメ
ッセージボードで

５年生は 6 年生の顔写真
に感謝と決意を込めて

6 年生は自作の動画に伝
統継承の思いを託して

北京で行われた冬季パラリンピック、アルペンスキー（座位）
に出場した本校の卒業生、村岡桃佳選手が 5 種目に出場し、滑
降、スーパー大回転、大回転の 3 種目で金メダル、スーパー複
合で銀メダル、回転で 5 位入賞という快挙を果たしました。
前回の平昌大会で金メダルを獲得してもなお、東京パラリン
ピックの陸上１００ｍとの二刀流に挑んだ姿と、更なる高みを
目指して世界一の努力を続けてこられた「挑戦王」の大活躍を
誇りに思います。本校の子
供たちが、その姿に勇気と
希望をもらい「先輩に続け」
と、夢に向かって進んでい
くことは間違いありません！子供
たちに夢と勇気をありがと
うございました！
たけのこ学級の教室から

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～
2022/03/02 青少年健全育成推進員さんの下校見守り
本日、青少年健全育成推進員さんが、正門と西門に立ち、１年生から４年
生の下校の見守りをしてくださいました。地域の皆様に見守られて、子供た
ちが安心して登下校できています。いつもありがとうございます。

2022/03/07 ６年川本ウォークラリー
本日、６年生がウォークラリーを行いました。１月に予定していた社会科
見学が、コロナ禍により実施できなかったため、代替行事として行いました。
朝、グループごとに学校を出発し、六堰→鶯の瀬→満福寺→重忠公園→農林
公園→植松橋→学校と、チェックポイントで課題を解きながら協力して歩い
てきました。途中、農林公園でお弁当を食べ、食後のジェラートを楽しみ、
全員が無事に学校へ帰ってきました。卒業を前によい思い出づくりができま
した。

2022/03/14 6 年_川本中・川本南小とのオンライン交流

2022/03/14 通学班会議・一斉下校

本日、6 年生が、川本中、川本南小とオンラインでつなぎ、中学校生徒代表
の話を聞いたり、質問に答えていただいたりと、安心して進学できるよう中
学校区で連携した交流学習を行いました。川本南小の児童とも中学校では一
緒になります。率直な質疑応答が行われ、充実した時間となりました。

本日、第５校時に新年度に向けての通学班会議を行いました。通学班会議
終了後、校庭に集まり、登下校時の安全指導を行い、一斉下校を行いました。
明日からは新班長・副班長の体制での登校となり、６年生はそのアドバイス
役となります。毎日の登下校を見守ってくださる地域の皆様、子供たちが安
全に登下校を行えるよう、引き続きご協力をお願いいたします。

2022/03/16 ６年奉仕作業

2022/03/22 6 年_卒業式予行
本日、第２校時に卒業式予行を行いました。６年生の練習に臨む態度が立
派でした。予行の途中から降り出した雪が、あと２日で卒業していく６年生
を名残惜しんでいる「なごり雪」に思えます。今年度はコロナ禍により、歌
や呼びかけを全員で行うことができないため、工夫して行うこととなります。
２４日は、子供たちにとっても、ご家族にとりましても心に残る卒業式とな
るよう準備を進めてまいります。

本日、６年生が卒業を前に、６年間通った北小のために奉仕活動を行って
くれました。タイヤ跳びやジャンピングボード、ケンパのペンキ塗りや花壇
の草取り、グランド整備など、見違えるほどきれいにしてくれました。一生
懸命手を動かすその心に感謝の気持ちでいっぱいです。

2022/03/18 4 年_二分の一成人式
3 月 16 日(水)に４年生がそれぞれの教室で二分の一成人式を行いました。コロナ禍のため、保護者の皆様にお越しいただくことはできませんでしたが、撮
影編集した動画を子供たちのタブレット端末から観られるように配信しました。子供たちは、社会科見学の時に自分で手すきした和紙に、どんな自分になり
たいかを漢字一文字に思いを込めて書き、一人ずつ発表しました。夢を語る子供たちの姿は、どの子も輝いていました。その後、保護者への呼びかけを行い、
自分たちが成長したことへの感謝を伝えました。最後に、保護者の皆様から頂いていた子供たちへの手紙が、サプライズで手元に渡され、何度も読み返して
いました。

おめでとう！みんなで拍手！
埼玉県教育委員会児童生徒表彰 ６年 石川 優萌
埼玉県産業教育優良卒業生表彰 ６年 櫻井 瑠已
埼玉県スポーツ協会体育優良児童生徒表彰 ６年 國分 悠心

６年 浜川 凛々

