
 

 

 

 

 

 

 

 

 

頼もしい里の子に拍手！ 

        校 長  須山 恵美子 

 １１月２０日（金）に「１・６年 なかよし遠足」を実施しました。前日は１１月というのに夏日を思わせる暑さ、

そして強い風でした。なかよし遠足当日も風は少々ありましたが、暑すぎず寒すぎず秋をたっぷりと満喫することがで

きました。本来でしたら５月に「１・６年 手つなぎ遠足」として実施し、その後の様々な場面で兄弟姉妹のようにペ

ア学級・学年としてかかわりながら絆を一層深めてくれることを期待していました。このコロナ禍で学校行事を大幅に

見直し、今できることから工夫し、実施しているのが現状です。流石６年生です。遠足では１年生に遊びたいことを聞

きながら、それを叶えるコーディネーターとして、行き帰りに道路を歩くときには手をつなげませんがさっと機転をき

かせながら内側に道を譲るガードマンとして、何とも頼もしい姿に感心しました。自分が１年生のときにしてもらった

嬉しい経験を今度は１年生にしてあげるというこの「心のバトン」が互いの成長に大きく影響しています。また、それ

は里小学校の校風でもあります。落ち葉の絨毯を踏みしめながら一緒に歩いている様子は微笑ましいものです。学校に

戻ってきて１年生も「ありがとう。」の気持ちを伝えていました。真っ赤に色づいた落ち葉のプレゼントをもらって照

れていた６年生もいました。５年後には１年生が６年生となり、きっとこの思い出から１年生の面倒を見てくれること

でしょう。大いに期待をしています。 

 今回の校外学習実施に際しまして保護者の皆様にはご理解、ご協力をいただきまして深く感謝申し上げます。ありが

とうございました。 

 さて、この度、里小学校６年生長田陽愛さんが「第３６回 私たちの自然を守ろう」コンクールに応募し、作文の部

で見事「知事賞」をいただきました。誠におめでとうございます。ご了解をいただき、作文を掲載させていただきます。 

 

『一つの自然を未来に残す』  
 私の家は、少し小さい山の近くにあります。そんなこともあって、私は小さい頃から自然が大好きで、休みの日には、

よく山や池で遊びました。 

 去年の夏には、近所の湧水公園で遊びました。コンビニで買ったするめイカと、プラスチックのコーヒーの入れ物を使

ったわなでメダカをつかまえたり、木の棒と糸を使ってザリガニ釣りをして、弟と数を競ったりしました。 

 私の父は、子供の頃からここに住んでいて、よく子供の頃の話をしてくれます。この前、オタマジャクシをつかまえた

時も、話してくれました。 

 「パパが子供の頃は、４センチぐらいあるオタマジャクシが、たくさんいたんだよ。」 

と、話してくれました。他にも、みんなでトンボを手でつかまえたり、虫とりあみを持ちながら、トンボを追いかけたり、

弟が大きなナマズを釣りかけたりして、たくさんの生き物や自然に出会いました。そして、その度に父が、 

「昔は、もっと水の色もきれいだったんだよ。」 

と教えてくれたり、 

「友だちとよく遊びに来たな。」 

となつかしそうにつぶやいていたり、 

「何年か前、ここは整備されたんだよ。」 

と、湧水公園での出来事を話してくれたりしました。 

 私は、父がさっき話してくれた何年か前の整備の話が気になり、自分で調べてみると、「はとがやに里山をつくる会」

のホームページに、２０１１年から、２０１３年の間、湧水公園は整備をしていたことと、父がよく話してくれた、整備前の

写真ものっていました。他にも、自然の管理スケジュールなどがのっていました。その中でも私は、「青少年ボランティ

アスクール」というイベントが気になったので、そのイベントについても、調べてみました。ホームページによると、会が

管理している場所の手伝いなどを、中学生などが体験するイベントと分かりました。 

 私は、まだ小学生で、自分に今できることは限られているけれど、中学生や、高校生になったら、私も、この湧水公園と

いう、一つの自然を未来に残すための取り組みをしたいです。そして、父が私に子供の頃の話を遊びながらしてくれた

ように、私も大人になって、子供ができたら、同じようにあの場所で、自分の子供に遊びながら、子供の頃の話をしてあ

げたいなと思いました。 

 

 長田さんの作文に書かれている湧水公園は、１年生が生活科の虫とりの学習で探検した場所です。里小学校から徒歩

１５分の所にあります。私も引率し、このような身近に自然に親しめる場所があることをすばらしいと思いました。お

父様との会話から今後この自然を守る担い手の一人としての決意が表現されています。親子での語らいの場、６年生と

１年生のなかよし遠足での共有の時間、このような中で育まれたことが自然を守り、育て、そして未来を切り拓いてい

くことにつながっていることを改めて実感しました。頼もしい、そしてたくましい里の子に今後もエールを送ります。  

 

 

日 曜 行  事  等 
下校予定時刻 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

1 火  １４：４５ １５：３５ 

2 水 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

3 木 B日課 14:25 １５：１５ 

4 金 委員会活動 里中すこやか相談員来校 １４：４５ １５：３５ 

5 土   

6 日   

7 月 B日課 じゃんくる １４：２５ １５：１５ 

8 火 なかよし遊び １４：４５ １５：３５ 

9 水 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

10 木 B日課 PTA地区理事会 14:25 １５：１５ 

11 金 ｸﾗﾌﾞ活動 １４：４５ １５：３５ 

12 土   

13 日   

14 月 B日課 じゃんくる １４：２５ １５：１５ 

15 火  １４：４５ １５：３５ 

16 水 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

17 木 B日課 14:25 １５：１５ 

18 金 ｸﾗﾌﾞ活動 １４：４５ １５：３５ 

19 土   

20 日   

21 月 B日課 じゃんくる ふれあいﾃﾞｰ １４：２５ １５：１５ 

22 火  １４：４５ １５：３５ 

23 水 給食終了日 教育相談 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞｰ １４：４５ １５：３５ 

24 木 短縮日課４時間 第2学期終業式  １２：１５ 

  冬季休業日 12/25(金)～1/7(木) 

心豊かでやさしい子  進んで学ぶ子  健康でたくましい子  

令和２年１１月３０日  川口市立里小学校   №９  

※変更する場合もございます。ご了承ください。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ お 知 ら せ ☆ 
○表彰 

「住みよい地球」全国小学生作文コンクール   交通安全作文コンクール           

      努力賞 ６年 鈴木優芽                佳作 ３年 都留侑大 

税に関する絵はがきコンクール 

川口県税事務所長賞 ６年 有馬まこ   入選 ６年 石井渚月 

私たちの自然を守ろうコンクール 

        知事賞(作文の部) ６年 長田陽愛   優良賞(絵画の部) ４年 佐々木紬 

優良賞(作文の部) ３年 木元雄大   功労賞(絵画の部) ２年 山﨑祐珠 

功労賞(作文の部) ６年 三村樹      功労賞(作文の部) ２年 西颯太 

荒川図画コンクール 

  テレビ埼玉賞 １年 高比良大洋    佳作 ２年 風間友雅 

心の輪を広げる障害者理解促進事業(障害者週間ポスター) 

  佳作 １年 立林丈二 

身近な生き物絵画コンクール         川口市小学生図画コンクール 

  入選 ２年 椙山淑貴 １年 篠原桜司    川口青年会議所理事長賞 ２年 長野悠人 

○健康記録継続のお願い 

寒くなり、手洗いうがいや換気が面倒になる季節ですが、気を緩めず、新型コロナウィルス感染

症拡大防止（『新しい生活様式』）・インフルエンザ予防へのご協力をお願いいたします。 

※お子様の健康記録を継続して行ってください。毎朝の検温をお願いします。 

※お子様の体調が優れない場合は、無理をさせず登校を控えてください。（出席停止扱い） 

※マスクの着用・手洗い・うがいの励行をお願いいたします。 

※『早寝・早起き・朝ごはん』毎日の生活リズムを整えるようご家庭でもご指導ください。 

 ○転出入について 

    １月～３月にかけて、転勤等で引っ越しされる場合、早めにご連絡ください。学校では、学級編制 

や教職員定数のため、来年度の児童数を正確に把握する必要があります。よろしくお願いします。 

 ○学校における電話対応について 

    川口市として、市立学校に電話受付時間を設定することといたしました。本校では、電話受付時 

間を 8:00～17:30とします。（ふれあいﾃﾞー は 17:00まで）緊急時等の連絡については、内容によ 

り、警察(110)や消防（119）、川口市役所(代表048-258-1110）までご連絡ください。 

 

 ※学校開放委員会委員長より、子ども用マスクを 

寄贈していただきました。ありがとうございます。 

 

１月の主な行事等予定 ☆変更になることもございます。 

８日(金) 第３学期始業式 給食開始 通学班会議        

１１日(月)成人の日    

１３日(水)~２０日(水)発育測定   １５日(金)委員会     

１８日(月)じゃんくる           ２０日(水)研究授業    

２２日(金)ｸﾗﾌﾞ              ２５日(月)じゃんくる    

２７日(水)ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 

２９日(金)学校公開【状況によっては中止、もしくは日にち変更】 ｸﾗﾌﾞ  

 

  

校内での表彰は後日

になります。 

 
体育科授業公開・学校公開 

 コロナ禍での授業公開へのご理解ご協力、ありがとうございました。今後も感染症拡大防止策を万全にしながらも、

子どもたちにとって楽しい学校生活を送ることができるよう教育活動を進めてまいります。 

 

  

  

 

  

第３学年研究授業【算数科】  

 『自分で考え、自分の言葉で伝え

られる児童』の育成を目指し、

日々、授業改善を行っています。

今回は「小数の計算の仕方」をグ

ループで話し合いながら、解決策

を考えました。相手に自分の考え

が伝わるよう、言葉や図、数直線

等で表現していました。 

  

なかよし遊び  

 ６年生が中心となり、下級生と

一緒に楽しめる遊びやゲームを

行いました。『３密』や『接触』を

なるべく避けて、なおかつ楽し

めるような遊びやゲームを考え

るのは、とても難しかったと６

年生がつぶやいていました。 

今年度より、学校評価ｱﾝｹｰﾄを保護者ﾒｰﾙにて実施しま

す。12/10前後に送信いたしますので、保護者ﾒｰﾙへの

登録確認をお願いいたします。 

 

大型TV 寄贈されました！ 

 

 

 

 


