
 

 

 

 

 

 

 

 

「なぜだろう？」それがはじめの一歩！ 

校 長  須山 恵美子 

 

  １年生が５月に種まきをした朝顔のつるがぐんぐん伸びて、毎朝直径１０センチメートルほどの花を２

つ、３つと咲かせるようになりました。１年生が毎朝欠かさずに水やりをする姿は、まるでわが子に「お

はよう」と話しかけているようで、ほほえましいです。梅雨本番。農作物にとって、そして私たちにとっ

て恵みの雨です。四季のある日本のよさを味わいながら日々を過ごしていきたいものです。 

さて、先日の校長講話で、子どもたちに寺田寅彦氏の話をしました。ご存知のように寺田氏は今から 

１００年くらい前に活躍した科学者であり、文学者でもあります。寺田氏の書いた本には、「茶碗の湯」「椿

の落下」「金平糖」などがあります。「茶碗の湯」では、熱い湯を茶碗に注いだときの湯気やお湯の揺らめ

きから、大自然に起こるカゲロウのこと、熱の伝わり方から竜巻のことにまで考えを発展させています。

「椿の落下」では、なぜ、椿の花は上向きに落ちるのかと落ちた椿の花を何百も観察し、その割合を調べ、

上向きに落ちる謎は、その形に秘められていることを解き明かします。「金平糖」は、表面が凸凹していて、

赤や黄色などの色がついている砂糖のお菓子です。「金平糖」が、どうしてあんなに角ができるのか、作り

方を観察し、実際に作り、砂糖の結晶が成長する途中に、あの形のできる鍵があることを突き止めていま

す。そのことを「金平糖」という本に書いています。また、大正１２年９月１日に起こった関東大震災を

きっかけとして、地震の起こる原因やどのくらいの間をあけて次の地震が起こるかを調べたり、地震の予

報についても研究していました。そのおかげで地震の研究が進み、現在では、地震の原因がだいぶ分かっ

てきました。でも、まだまだ、分からないことがたくさんあります。巨大地震は、いつ、どこで起きるの

か、いまだに予測はつきません。ですから、いざというときに慌てない為にも、日頃から天災に備えて心

がまえや物の準備、訓練をしておくわけです。「天災は忘れた頃くる」という言葉も弟子との会話の中で生

まれた言葉とも言われています。 

寺田氏は、科学上の大発見をしたり、ノーベル賞をもらったりはしていません。しかし、鋭い観察力と、

問題を深く考え、広く発展させていく力があるのです。次の時代を生きる人々に研究や実験をする上での

ヒントを与え、多くの優れた科学者を育てることにつながっているのです。 

さて、夏休みは、じっくりと何かにチャレンジするのに、よい機会です。生活の中に、不思議だな、な

ぜだろう？という鋭い目をもち、そのままにせず、自分で調べ、粘り強く解決する、そういう力を伸ばす

チャンスにしてほしいと思います。夢中になってダンゴムシを集め、その動きに関心をもったり、チョウ

の幼虫のために木の葉を調達したり、目の前を通りすぎた救急車のサイレンの音の違いを不思議に思った

りと最近の里の子の様子を見ていても何も難しいことでなくても日常の中に探求していく糸口があるよう

に思います。「なぜだろう？」と思ったときが、探求していくはじめの一歩を踏み出す時なのです。コロナ

禍であることを忘れずに、是非とも安全を確保した上で夢中になって取り組み、充実した夏休みとなりま

すように願っています。 

 

 

 

日 曜 行  事  等 
下校予定時刻 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

1 木 ひまわり・5・6年懇談会 3年発育測定 14:25 １５：１５ 

2 金 
全校A日課5時間 

3・4年懇談会 6年発育測定 
１４：４５ 

3 土   

4 日   

5 月 5年発育測定 じゃんくる １４：２５ １５：１５ 

6 火 1・2年懇談会 ひまわり・4年発育測定 １４：４５ １５：３５ 

7 水 
なかよし遊び 2年発育測定 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞｰ 
１４：４５ １５：３５ 

8 木 １年発育測定 14:25 １５：１５ 

9 金 委員会活動 １４：４５ １５：３５ 

10 土   

11 日   

12 月 じゃんくる １４：２５ １５：１５ 

13 火  １４：４５ １５：３５ 

14 水 
１年生訪問(授業参観・研究会) 

ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾞ  ー
１４：４５ １５：３５ 

15 木 ３学年 校内研究授業・研究協議 14:25 １５：１５ 

16 金 給食終了日 ｸﾗﾌﾞ活動 １４：４５ １５：３５ 

17 土   

18 日   

19 月 短縮日課４時間 １２：１５ 

20 火 短縮日課４時間 第１学期終業式 １２：１５ 

21 水 
夏季休業日 個人面談 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 

夏季休業中から『北校舎給水管等大規模修繕』

が始まります。大型トラック等の出入りがありま

す。ご来校の際、安全に十分お気をつけください。 

 

※夏季休業中の点検等（校舎・校庭・体育館） 

  ７月２７日(火) 電気点検 ※午後停電 

  ７月２８日(水) 受水槽点検 ※午前断水 

  ８月 ２日(月) 防災設備点検 

  ８月１０日(火) 体育館施設点検 

  ８月２７日(金) 給食調理機器点検 

  ８月３１日(火) 校庭遊具点検 

22 木 海の日 

23 金 スポーツの日 

24 土  

25 日  

26 月 個人面談 

27 火  

28 水 個人面談 

29 木 個人面談 

30 金 個人面談 

31 土  

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６月３０日  川口市立里小学校   №４  

※変更する場合もございます。ご了承ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆夏休み・９月の行事予定  ※予定は変更になることもございます。 

７月２１日(水)～８月３１日(火) 夏季休業日        １０日(金) クラブ活動      

２１日(水)～３０日(金) 個人面談            １７日(金) クラブ活動 

８月１２日(木)～１６日(月) 学校閉庁日              ２０日(月) 敬老の日 

    ２４日(火)～２６日(木) サマースクール         ２３日(木) 秋分の日 

                                    ２４日(金) 運動会前日準備 

  ９月 １日(水) 始業式 短縮日課４時間          ２５日(土) 運動会 

           引き渡し訓練                    ２７日(月) 振替休業日 

     ２日(木) 給食開始 通学班会議・一斉下校  

     ３日(金) ５年脊柱側弯検診 委員会活動 

     ６日(月)～１３日(月) 発育測定                   

☆ 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（７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、食事のバランス、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、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。  

   ＊７月１日（木）～７月６日（火） 各学年懇談会 

     ・パーテーションを活用して実施します。 

     ・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） 

        ・詳細は、別途配布される手紙をご覧ください。 

      ＊７月２１日（水）～７月３０日（金） 個人面談 

        ・実施する予定です。詳細は、後日配布される手紙をご覧ください。 

 

○夏季休業中の水泳学習について 

  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症、熱中症防止の観点から、本年度の夏季休業中の水泳学習は実施 

しません。ご了承ください。 

 

  ○サマースクール【８月２４日(火)～８月２６日(木)の３日間】について 

     子どもたちの学力向上と２学期のスムーズなスタートにつなげるため、３日間実施します。希

望制ではありますが、担任からお声をかけさせていただくこともあります。たくさんの参加をお待

ちしております。詳細は、後日配布される手紙をご覧ください。 

 

  ○引き渡し訓練【９月１日(水)１２:００頃引き渡し開始】について 

①災害時の訓練ですので、徒歩でお迎えに来てください。 

②「引き渡しカード」に記入された名簿にもとづいて引き渡しをします。当日放課後児童クラブ

の児童も、引き渡しには参加していただきます。引き取り後、放課後児童クラブに送り届ける

等、必ずどなたかお迎えにいらしてください。 

③引き渡しカードをご持参ください。兄弟姉妹の引き取りの場合は、低学年からお願いします。

小学生を引き取った後に中学生の引き取りをお願いします。（引き渡しカード裏面の生徒） 

④雨天時の引き取りは各教室で行います。上履きや下足・傘を入れる袋をお持ちください。ま

た、里中学校の生徒は里小体育館で待機しております。 

⑤詳細は、後日配布される手紙や７月の懇談会でご確認ください。 

 

 

 

６年 歴史教室 

郷土資料室の先生をお招き

して、縄文・弥生時代の暮らし

を学びました。 

土器や石器を実際に触った

り、勾玉づくりを体験したり

充実した学習となりました。 

郷土資料室にも遊びに来て

くださいとのことでした。 

 

 

川口市社会福祉協議会の方々

にご協力いただき、車いすやア

イマスクの体験をしました。 

障害者と補助者の両方を体験

し、バリアフリーの大切さを実感

しました。「全ての人々が平等で

暮らしやすい世の中になるとい

いな。」とたくさんの児童が言っ

ていました。 

５年 福祉教育体験学習 

小中連携の一環として、

里中学校の生徒と一緒に里

小学校の正門であいさつ運

動をしました。 

お互いに元気で気持ちの

良いあいさつを交わしてい

ました。 

 里中とのあいさつ運動 

＊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)、医療機関より登校の許可

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】

