
 

 

 

 

 

 

 

 

新 年 を 迎 え て 

校 長  須山 恵美子 

   明けましておめでとうございます。心新たに新年を迎えられたことと思います。本日より第３

学期が始まりました。子どもたちは、楽しかった冬休みの思い出、そして新しい年への期待を胸に元

気に登校してきました。子どもたちにとって健康かつ安全で充実した一年となることを心よりお祈り

いたします。「丑年」の動物である「牛」は古くから酪農や農業で人間を助けてくれた大切な存在で

す。たいへんな農作業を最後まで手伝ってくれる働きぶりから「忍耐強い」「これから発展する前触

れ（芽が出る）」というような年になるとも言われます。 

 さて、皆様もご存じのように、昨年末、日本人宇宙飛行士 若田光一さんが２０２２年頃に国際宇

宙ステーション（ＩＳＳ）に長期滞在することが決まったと宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が発

表しました。若田さんの宇宙飛行は５度目、ＩＳＳに長期滞在するのは３度目でいずれも日本人で最

多です。若田さんは埼玉県出身、子どもの頃は早起きをしてクワガタ、カブトムシを捕ったり、夕方

にはザリガニを捕るのに夢中になっていたそうです。また、リトルリーグで野球チームの一員として

心と体を鍛えました。時には、模型飛行機を作って飛ばして楽しんでいました。この頃から飛行機に

興味をもち、航空機のエンジニアになるという「夢」をもちました。実現に向け、専門的な知識を身

につけ、体を鍛え、健康管理にも余念がありません。その「夢」が叶い、１９９６年１月にスペース

シャトル・エンデバー号による「ＳＴＳ－７２」ミッションに参加することができたのです。「夢」

を叶えて終わりではなく、２０数年の時が経っても更なる先を見ながら人類の発展のために力を尽く

しているところが素晴らしいです。今回の決定に際し、「『きぼう』日本実験棟での成果の創出を通し

て、月面探査へつなげていけるよう努力したい」と若田さんはコメントしています。埼玉県にゆかり

のある方です。たいへん誇りに思いますし、励みになります。若田さんの歩みをニュース等で知るに

つれ、基礎的な学力を充実させてきたことはもちろんのこと、自分の好きな分野との出会いや人との

出会いが研究を深く、そして長く継続することにつながってきたことが分かります。与えられた課題

にとどまらず、自分で計画を立てて、方法を考えて学ぶ「自主学習」の精神が自ら学ぶ習慣を形成し、

学ぶ力につながっていくと考えます。理科が好き、体育が好き、その好きだという思いと自分の目標

に向かって自ら立てた計画に根気強く取り組み続ける姿勢を早い時期に身に付けておくことが大切

だと思います。 

 第３学期は５３日間（６年生は５１日間）というたいへん短い学期です。新しい生活様式のもと、

安心・安全を大切にし、一日一日を充実させてそれぞれの学年のまとめをしてまいります。保護者の

皆様、地域の皆様のご支援ご協力をいただきながら、職員一同最善を尽くしてまいります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

日 曜 行  事  等 
下校予定時刻 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

1 金 元日 冬季休業日  

2 土   

3 日   

4 月   

5 火   

6 水   

7 木   

8 金 
第3学期始業式 給食開始  

通学班会議・一斉下校 
１５：２５頃 

9 土   

10 日   

11 月 成人の日  

12 火 ３・４・５年競書会 １４：４５ １５：３５ 

13 水 
６年競書会 ５年発育測定  

ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー
１４：４５ １５：３５ 

14 木 Ｂ日課 ６年発育測定 14:25 １５：１５ 

15 金 ４年発育測定 委員会活動 １４：４５ １５：３５ 

16 土   

17 日   

18 月 
Ｂ日課 ひまわり・３年発育測定 

じゃんくる 
１４：２５ １５：１５ 

19 火 2年発育測定 １４：４５ １５：３５ 

20 水 １年発育測定 2年研究授業 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

21 木 Ｂ日課 ふれあいﾃﾞ  ー 14:25 １５：１５ 

22 金 ｸﾗﾌﾞ活動 すこやか相談員来校 １４：４５ １５：３５ 

23 土   

24 日   

25 月 Ｂ日課 じゃんくる １４：２５ １５：１５ 

26 火  １４：４５ １５：３５ 

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

28 木 Ｂ日課 14:25 １５：１５ 

29 金 ｸﾗﾌﾞ活動 3年ｸﾗﾌﾞ見学 １４：４５ １５：３５ 

30 土   

31 日   

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３年１月８日  川口市立里小学校   №１０  

※変更する場合もございます。ご了承ください。 

〇年度末は引越が多くなる時期です。学校では、来年度の児童数を把握し、学級編制のための
正確な情報が必要です。転居の予定がございましたら、早めに学校までご連絡ください。 

１月２９日（金）に予定していた『学校公開』は、

残念ながら中止とします。ご了承ください。 

 

※２月末からの授業参観・懇談会は、予定を

変更して実施する方向です。詳細は、後

日お知らせいたします。 

 
 

１月２５日(月)から約１カ月程

度、校庭整地工事が入りま

す。放課後・土・日曜日の校庭

が利用できなくなります。ご

了承ください。 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ お 知 ら せ ☆ 
○表彰 

ゆうちょアイデア貯金箱コンクール           川口市小学生図画コンクール           

      すてきなデザインアイデア賞 ６年 延原颯汰     ｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘ-ｱﾄﾘｱ館長賞 ６年 長田陽愛 

選挙啓発ポスターコンクール               埼玉県小学生陸上競技交流大会 

優秀賞 ２年 菊池英麻                     男子６年1000m第3位 大橋蓮太郎  

川口市少年少女ふれあいなわとび大会(チャレンジ大会) Ｂブロック 

        交差とび 第４位 ３年 峯岸凌    

        交差二重とび 第３位 ４年 生田実央 ４年 佐藤陽太 

        三重とび 第４位 ６年 長田陽愛  ４年 黒澤一路 

 

〇年末年始は、どのようにお過ごししでたでしょうか？どのご家庭でも新型コロナウィルス感染症拡大防止

策に努めた冬休みだったと思います。しかし、依然として新型コロナウィルス感染症拡大が終息しませ

ん。気を緩めず、引き続き新型コロナウィルス感染症拡大防止（『新しい生活様式』）へのご支援ご協力を

お願いいたします。『収束』として『終息』へ、一人一人の行動で未来を変えることができます。 

※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。 

１月の健康記録カードは１２月に配布しました。(ＨＰに掲載しています。) 

 ・１２月の健康記録カードは、１月８日(金)始業式に担任まで提出してください。 

※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。また、ご家族の中で発熱等 

の症状がある場合も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。 

 

 ○学校評価や体罰調査へのご協力、ありがとうございました。真摯に受け止め、今後の教育活動へ活かして

参ります。ご意見として『学校・家庭・地域・関係諸機関とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや信頼関係が大切』『先生方が

孤立しないよう学校全体で見てほしい』『子どもが反抗期なので、先生方と協力したい』『先生方の負担軽

減を進めるため、保護者も協力する』などのご意見をいただきました。学校・家庭・地域が一丸となって、

児童生徒を育てる環境づくりを進めて参ります。今後もご支援ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

２月の主な行事等予定 ☆変更になることもございます。 

３日(水) 新入学児童保護者説明会       １９日(金) ｸﾗﾌﾞ活動 すこやか相談員来校      

５日(金) 委員会活動 すこやか相談員来校        なかよし会議  

８日(月) 学校評議・学校関係者評価者委員会  ２３日(火) 天皇誕生日 

１１日(木) 建国記念の日            ２４日(水) ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 教育相談日 

１２日(金) ｸﾗﾌﾞ活動・３年ｸﾗﾌﾞ見学    ※じゃんくる【１日・８日・１５日・２２日 月曜日】 

                        

６年生は、１年生を一生懸命

面倒見ながらも、笑顔で楽しん

でいました。１年生は、６年生の

お兄さんお姉さんにたくさん

甘えながら遊んでいました。微

笑ましい光景をたくさん見る

ことができました。 

 

校内での表彰が前後す

る場合がございます 

１・６年生 なかよし遠足 

 
５年生 学級活動(ﾐﾆ運動会) 

 コロナ禍でも楽しめるよう

に、クラスで話し合って、ミ

ニ運動会を開きました。準備

から運営まで、子どもたちが

自主的に活動し、大成功を収

めました。 

  

 

  

 

  

 
５年生 大貫海浜学園出前授業 

 大貫海浜学園の副学園長さん

に来ていただき、学園での生

活や富津市の名物などを教え

ていただきました。おみやげに

きれいな桜貝を一人一枚いた

だきました。 

 

  

 

 
６年生 ｵﾝﾗｲﾝ修学旅行 

 川口市教育局文化財課の先生

方に日光東照宮へ行っていた

だき、生中継で見学することが

できました。感染拡大が収まっ

たら、ぜひ行ってみてくださ

い！！ 

 
書きぞめ練習風景 

 今年度は、３年生『れきし』、４

年生『まが玉』、５年生『美しい

心』、６年生『山里の春』という

文字を書きます。どの学年も素

晴らしい集中力です。 

 
表彰の様子 

 本来ならば、全校朝会等みんな

の前で表彰するのですが、今年

度は放送室やふれあいﾙｰﾑで行っ

ています。どこにいても、里小み

んなの「おめでとう！」という拍

手が聞こえてきます。 


