
 

 

 

 

 

はじめの一歩 大切な一歩  

        校長 須山 恵美子 

 「二重とびが１回、できるようになりました。」 

廊下ですれ違った低学年の子どもが報告してくれました。満面の笑みです。 

「おめでとう。よかったですね。」 

「もっとできるようにがんばります！」 

２学期の体育科の授業や市内なわとびチャレンジ大会をきっかけに一人一人が目標達成に向けてなわとびの技

の習得や跳べる回数を増やそうとがんばっています。体育科の授業はもちろんのこと、休み時間や放課後も練習

しているのです。 

 

 この度、里小学校が第５９回全国学校体育研究大会において「全国学校体育研究優良校」として、日本学校体

育研究連合会並びにスポーツ庁から表彰されました。子どもたちの体力の課題から体育科での指導方法や遊びを

通しての運動量の見直しをして取り組んできた成果を認めていただきました。保護者の皆様、地域の皆様に日頃

より本校の教育活動へのご理解ご協力をいただき、教職員が一丸となって取り組むことができたことに感謝申し

上げ、ここにご報告いたします。平成３０年度・３１年度（令和元年度）に「体力課題解決研究校指定事業」を

埼玉県教育委員会から、また「体力向上に関する研究」について川口市教育委員会から委嘱を受け、研究を進め

てまいりました。コロナ禍で昨年度までの取組を同様に継続することはできませんが、体育科の授業では「新 里

の子体操」で補強運動を行うことやソーシャルディスタンスを保ちながら外での遊びを推奨し主体的に体を動か

すことを継続しています。本年度の新体力テストの結果を見ますとコロナ禍で体力の維持、一層の向上の難しさ

も感じています。しかし、里小学校の子どもたちは、体を動かすことが大好きで、目標を決めたらコツコツがん

ばり抜く子どもたちです。マスクの着用、ソーシャルディスタンスなど感染防止対策をしっかりした上で、心と

体を鍛えることを今後も継続していきます。 

 「二重とびが１回、できるようになりました。」この１回ができるようになるまでには何度もチャレンジした

ことでしょう。時に投げ出したくなることもあったでしょう。けれども「できるようになりたい！」その気持ち

が友だちが跳んでいるのを見てコツをつかみ、繰り返しチャレンジしているうちにようやくできるようになった

「１回」なのです。この１回は「はじめの一歩」であり、もっともっと上達していくための「大切な一歩」です。

伝統ある里小学校がこの度いただきました表彰も、５０数年間の教育活動を礎によりよい学校にするための令和

の時代の「はじめの一歩」であり「大切な一歩」です。今後も邁進してまいります。 

 

さて２月２日は「節分」です。２月３日ではなく２月２日が節分というのは１８９７年（明治３０年）以来１

２４年ぶりだそうです。節分とは、文字通り季節と季節の分かれ目という意味です。この日で冬が終わり、翌日

の「立春」につながるのです。節分と言えば、「豆まき」です。「鬼は外！福は内！」と豆を投げ、悪い鬼を追い

払うご家庭も多いと思います。どんな鬼を追い払いますか。春を迎えるにあたり、ここで悪い鬼を追い払い、心

機一転がんばっていきましょう。 

 

  

 

日 曜 行  事  等 
下校予定時刻 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

1 月 登校指導 集金日 １４：２５ １５：１５ 

2 火 登校指導 １４：４５ １５：３５ 

3 水 
登校指導 新入学児童保護者説明会 

ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー
１４：４５ １５：３５ 

4 木 登校指導 14:25 １５：１５ 

5 金 
登校指導 委員会活動  

里中すこやか相談員来校 
１４：４５ １５：３５ 

6 土   

7 日   

8 月 
登校指導 学校評議・学校評価者委員会 

じゃんくる里 
１４：２５ １５：１５ 

9 火 登校指導 １４：４５ １５：３５ 

10 水 登校指導 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

11 木 建国記念の日  

12 金 登校指導 ｸﾗﾌﾞ活動 １４：４５ １５：３５ 

13 土   

14 日   

15 月  １４：２５ １５：１５ 

16 火  １４：４５ １５：３５ 

17 水 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

18 木  14:25 １５：１５ 

19 金 
ｸﾗﾌﾞ活動 なかよし会議 

里中すこやか相談員来校 ふれあいﾃﾞ  ー
１４：４５ １５：３５ 

20 土   

21 日   

22 月 じゃんくる里 １４：２５ １５：１５ 

23 火 天皇誕生日  

24 水 
６年薬物乱用防止教室 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 

25 木 A日課 （４年授業参観） 14:45 １５：３５ 

26 金 （５年授業参観） １４：４５ １５：３５ 

27 土   

28 日   

※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。学区内・外に限らず、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。【新住所・転出先の学校(６年生は進学先)をお知らせください。】 

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２９日  川口市立里小学校   №１１  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ お 知 ら せ ☆ 
 

○表彰  全国学校体育研究優良校 スポーツ庁より 

 

埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール 

優秀賞  

埼玉県歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 

  優秀賞   

  入選    

埼玉県書きぞめ中央展覧会 出品 

６年          ５年   

４年          ３年  

埼玉県書きぞめ中央展覧会川口市審査会 

優良賞 ６年     ５年     ４年 

かわぐち造形展  

           入選 ６年  

５年  

４年  

３年  

２年  

１年   

全国児童画コンクール 入選 

           １年  

 

〇１月８日に緊急事態宣言が発令され、制限された日常生活の中、各ご家庭でも新型コロナウイルス感染

症拡大防止に努めていることと存じます。引き続き、気を緩めず、新型コロナウイ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。 

※お子様の健康記録を継続して行ってください。毎朝検温し、カードの記入・提出をお願いします。 

※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。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。 

３月の主な行事等予定 ☆変更になることもございます。 

１日(月) じゃんくる里            １６日(火) ６年 里中授業参観 

２日(火) (３年・ひまわり授業参観)      １９日(金) ｸﾗﾌﾞ活動 すこやか相談員来校 

３日(水) (２年授業参観)                      ２３日(火) 給食終了日 B日課5時間授業 

４日(木) A日課(６年授業参観)                 ２４日(水) 第53回卒業証書授与式 

５日(金) (１年授業参観) 委員会活動        ２５日(木) 短縮日課 6年臨時休業 

１０日(水) なかよし遊び            ２６日(金) 短縮日課 修了式 ６年臨時休業 

１１日(木) 通学班会議・一斉下校         ２７日(土)~３１日(水) 学年末休業日    

１２日(金) ｸﾗﾌﾞ活動               ※４/１(木)~４/７(水) 春季休業日 

１５日(月) 里中学校 卒業証書授与式 

          

校内での表彰が前後す

る場合がございます 

 

 
競書会 

２年 国語科 研究授業 

 本年度は、密を避け

るため、各学年を体育

館とふれあいルーム

に分けて行いました。 

お互いの距離を保

つことで、より集中し

て書と向き合ってい

ました。 

 感染防止のため、国語科

授業を教室ではなく体育

館で行いました。 

友だちに自分の考えが

伝わるよう工夫して表現

していました。どの学年

も表現することの大切さ

を指導しています。 

学校評価について  

本年度から学校評価をメールにて回答していただくようにしました。（回答率８９％）ご協力ありがとう

ございます。どの項目も概ね９０％以上の肯定評価をいただきました。(HP に掲載します。)下記に９０％

以下の項目を掲載します。改善できるよう教育活動の工夫改善に努めてまいります。 

   ○学校は、児童のことについて気軽に相談できる体制を整えている…８９％ 

      →担任はもちろんのこと、里中すこやか相談員やスクールカウンセラー等と連携を密にし、保護者の皆様 

に周知していきます。また、各関係諸機関(教育研究所・子ども発達相談センター・子育て相談課・福祉

課・児童相談所等)との連携もさらに強化してまいります。ちなみに本年度は、担任等との教育相談日

(月１回第４水曜日午後)・里中すこやか相談員来校日(月２回第２・４金曜日午前)・スクールカウンセラ

ー来校日(月１回第４水曜日午後)を設けております。来年度も継続して実施する予定です。 

   ○お子様は、あいさつや返事ができている…８６％ 

→本年度はコロナ禍により、里中学校の生徒や保護者の皆様とのあいさつ運動などの取組を実施すること

ができませんでした。新型コロナウイルス感染症の収束状況を見ながら、安全を確保した上で、地域・

保護者の皆様との連携をさらに図ってまいります。また、教育活動全般を通して、あいさつや返事の大

切さを繰り返し指導してまいります。今後もご支援ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

             

 

  

 

授業参観について（懇談会は、感染症拡大防止の観点から行いません） 

2/25(木)～3/5(金)の間に授業参観のみを行います。25日(4年)・26日(5年)・2日(3年・ひまわり)・3日(2年)・

4日(6年)・5日(1年)の予定です。A日課5校時(13:45~)に行います。6校時がある学年は、6校時終了後、下

校となります。詳細は後日お知らせします。なお、感染状況によっては中止となる場合がございます。 

。 

 


