
 

 

 

 

 

 

 

 

夢の実現に向けて 

         校長  須山 恵美子 

 ５年生の子どもたち数名が、私にインタビューをしたいと校長室を訪ねてくれました。予めインタビューの内容を書いたメ

モをもらいました。次の日の休み時間に、再度校長室に来てくれるというのです。勿論、その申し出を受けました。例年、生

活科の学習で２年生が１年生を案内して学校探検をし、その後１年生だけで学校探検をします。昨年度はコロナ禍で１年生が

学級ごとに校長室内を並んで歩き、探検というより見学にとどまりました。ソーシャルディスタンスそして無言です。２年生

と手をつないで、「失礼します！」とあいさつをしてから校長室に入り、お客様用の椅子に座ってたくさんの質問をしてくれ

たのが何とも懐かしいです。ですから、インタビューに来てくれる５年生の子どもたちは久しぶりに訪問してくれるお客様な

ので余計に嬉しいです。 

 質問の内容に「いつから校長先生になろうと思ったのですか？」がありました。「いつから校長先生・・。」いきなり校長に

なったのではなく、教頭として仕事をしたときも、教諭として担任をしていた時代もありましたが、子どもたちにとっては不

思議なのでしょう。私は小学校５年生、６年生の担任の先生との出会いがきっかけで教員になることを目指しました。けれど

も中学生や高校生のときには他の職業に夢を描いたときもありました。最終的には教職に就き、子どもたちが「分かった」「で

きた」を実感して自分の成長を喜ぶ姿を見ると、この職業を選んでよかったとつくづく思います。今、立場がかわっても子ど

もたち一人一人のそういう場面をもっともっと増やしていきたいと思っています。 

 ５年生のインタビューは国語科の学習の延長で学級の壁新聞になるそうです。出来上がりが今から楽しみです。インタビュ

ーの最後の質問の内容に「公開してよいですか？」がありました。個人情報として考えてくれた心遣いですね。勿論快諾しま

した。学習の延長として取り組み、発信してみんなで共有してくれることや相手を思いやる心の成長を嬉しく思いました。５

年生との一コマを紹介させていただきましたが、各学級とも学習規律を守り、よりよい人間関係を築きながら学習に生活に夢

中になってこの２か月間取り組んでいます。 

 

 ラグビーの日本代表として活躍してきた福岡堅樹選手が、５月２３日に行われた日本選手権を兼ねたトップリーグのプレー

オフトーナメント決勝で優勝に貢献し、現役生活に終止符を打ちました。シーズン中も受験勉強に励み、高校卒業後の長年の

夢であった大学の医学部に進学したのです。ラグビー引退後は、医師として第二の人生を歩むそうです。医師を目指すきっか

けは、高校時代に膝の大怪我を負った際、手術を回避して全国大会に出場させてくれた整形外科医に感銘を受け、「患者の人

生に寄り添うドクターになりたい」と医師になる志を抱いたそうです。ラグビー選手になる、日本代表になる、これもすばら

しい夢であり、ここに至るまで努力を積み重ねてきたから実現できたのでしょう。多くの方の支えもあったことでしょう。一

方で、もう一つの夢をもち、その夢を叶える準備をして、今まさにその夢を叶えるときを迎えているのです。すばらしいです。

人との出会い、ものごととの出会いが人生にとって大切ということです。 

 

 紫陽花の花芽が日増しに大きくなってきました。梅雨入りも間近です。１学期も折り返しになります。コロナ禍であります

が工夫しながら安心安全を心掛けて学びを進めてまいります。 

 

 

 

   

 

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 3~6年歯科健診 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

3 木 ひまわり・1・2年歯科健診  14:25 １５：１５ 

4 金 
ﾌﾟｰﾙ開き朝会 4・5年歯みがき大会 

委員会活動 
１４：４５ １５：３５ 

5 土 学校公開（お弁当持参）5時間授業 １４：２５ 

6 日   

7 月 振替休業日  

8 火 6年歴史教室 ﾌﾟｰﾙ開き １４：４５ １５：３５ 

9 水 避難訓練 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 

10 木  14:25 １５：１５ 

11 金 月曜日課 １４：２５ １５：１５ 

12 土   

13 日 エコライフDAY  

14 月 じゃんくる １４：２５ １５：１５ 

15 火 なかよし遊び １４：４５ １５：３５ 

16 水 ５年福祉体験 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

17 木 南部教育事務所学校訪問 14:25 １５：１５ 

18 金 ｸﾗﾌﾞ活動 里中すこやか相談員来校 １４：４５ １５：３５ 

19 土   

20 日   

21 月 じゃんくる ふれあいﾃﾞ  ー １４：２５ １５：１５ 

22 火 4年ｵﾝﾗｲﾝ社会科学習 １４：４５ １５：３５ 

23 水 教育相談日 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

24 木  14:25 １５：１５ 

25 金 学校保健委員会 5時間授業 １４：４５ 

26 土   

27 日   

28 月  １４：２５ １５：１５ 

29 火  １４：４５ １５：３５ 

30 水 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー １４：４５ １５：３５ 

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５月３１日  川口市立里小学校   №３  

※変更する場合もございます。ご了承ください。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆７月の行事予定  ※予定は変更になることもございます。 

   １日(木) ひまわり・５・６年懇談会         １５日(木) ３年校内研究授業・研究協議会 

            ６年発育測定              １６日(金) 給食終了日 ｸﾗﾌﾞ活動 

      ２日(金) 全学年５時間授業           １９日(月) 短縮日課４時間 

３・４年懇談会 ５年発育測定     ２０日(火) 短縮日課４時間 

       ５日(月) ひまわり・４年発育測定               第１学期終業式 

      ６日(火) １・２年懇談会 ３年発育測定     ２１日(水) 夏季休業日 ～８月３１日(火)                    

      ７日(水) ２年発育測定 なかよし遊び     ２２日(木) 海の日 

      ８日(木) １年発育測定                  ２３日(金) ｽﾎﾟー ﾂの日 

９日(金) 委員会活動        

☆ お 知 ら せ ☆ 
〇引き続き、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。以下の点をご確認いただき、お子様の健康管理の徹底をお願いします。 

①検温・健康観察（６月も毎日検温をよろしくお願いします。※ﾌﾟー ﾙｶｰﾄﾞを兼ねます。） 

   

 

 

 

 

②十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事をとり、規則正しい生活習慣を心がけま 

しょう。 

③外から帰った時、食事の前後、トイレの後など、こまめに手洗い・うがい、消毒をしましょう。 

④飛沫の拡散を防ぐため、「マスク着用の徹底」「咳エチケットの徹底」をお願いします。 

⑤子どもたちだけでの会食は避け、できるだけ家族のみか少人数で行うようにしましょう。 

⑥週休日や電話受付時間外(本校は 8:00~17:30)にお子様が陽性になった場合は、学校保 

健課HP上にある『新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症陽性者連絡ﾌｫｰﾑ』を活用してください。 

      ＊学校保健課HP報告ﾌｫｰﾑｱﾄﾞﾚｽ 【https://logoform.jp/form/zRQD/6844】   

 

 

○今後の状況に応じて、行事等変更がございます。その都度、HＰやメール・手紙等でお知らせい 

たします。  

   ＊６月５日（土）学校公開について（お弁当持参） 

     ・校庭や体育館、特別教室等、広い場所で、各学級１時間公開します。 

     ・１家庭１名の参観でお願いします。 

     ・感染症拡大防止へのご協力をお願いします。 

（当日の検温記録、手指の消毒、私語厳禁、ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽの確保 等） 

        ・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大状況によっては、中止することもございます。中止の場合 

も授業は実施します。（月曜日が振替休業日） 

        ・詳細は、別途配布される手紙や HPをご覧ください。 

      ＊６月２５日（金）学校保健委員会について 

        ・実施する予定です。 

        ・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大状況によっては中止することもございます。 

 

○こどもを守る運動強化週間 

６月１日から６月７日まで川口市ではこどもを守る運動強化週間を設けています。登下校中 

等の子どもを狙った犯罪から守るために、ＰＴＡ・町会も含めて地域全体で協力し、子どもたち 

を見守ることを推進します。 

 

○水泳学習について 

  ６月より水泳学習を始めます。新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止策を徹底しながら実施します 

ので、時間割等例年と異なることがございます。詳細は別途配布される手紙をご覧ください。 

  ＊２学級ずつ学習を進めます。 

＊学年学級だより等で水泳指導がある日にちをご確認ください。 

＊健康記録ｶｰﾄﾞは必ず提出してください。ｻｲﾝではなく、必ず押印をお願いします。 

  ＊教職員は水泳用ﾏｽｸを着用して指導します。 

 

 

ｵﾝﾗｲﾝによる読み聞かせ 

 図書室と各教室をｵﾝﾗｲﾝで

繋ぎ、学校図書館司書による

読み聞かせを行いました。ｺﾛﾅ

禍でも工夫しながらできる活

動増やし、子どもたちの学び

を進めます。ﾀﾌﾞﾚｯﾄを活用し

た学習も高学年を中心に毎日

行っています。 

 

  

 

 交通安全指導のｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄであ

る警察の方々から、１年生は

『横断歩道の歩き方』、３年生は

『自転車の乗り方』を教わりま

した。 

 我々大人が子どもたちの手

本となって、社会のﾙｰﾙやﾏﾅｰ

を守りましょう。   
 

1・3年 交通安全教室 

 例年、５月下旬から６月上

旬にかけて、地域の方々、

学校開放委員の方々と一緒

に、校庭の芝苗を植える活

動をしています。今年度はｺ

ﾛﾅ禍であることを鑑み、学

年ごとに少しずつ植えてい

きます。 

 

  

1・6年 芝苗移植作業 

＊発熱等の風邪症状が見られる場合は、自宅での休養をお願いします。(出席停止) 

＊ご家族に体調不良者がいる場合、お子様の登校を控えるようお願いします。（出席停止） 

＊風邪等の症状によりPCR検査を受けた場合(ご家族も含む)、医者より登校の許可が出

るまで自宅での休養をお願いします。（出席停止） 

 

https://logoform.jp/form/zRQD/6844】

