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令和 4年を迎えて

校長 駒崎 弘匡

明けましておめでとうございます。健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。今年は幸町小学校にとって開校 90年 目を迎える年となります。これまでの歴
史を大切にしながらも、皆様方と手を携えて一層の充実発展を期して努力していく所存
です。

今年は、元旦に行われた全 日本実業団対抗駅伝でホンダの初優勝で幕を開け、東京箱
根問往復大学駅伝では青山学院大学の圧勝でしたが地元埼玉の東洋大学と東京国際大学
が来年のシー ド権を獲得するなど、埼玉県勢の活躍が目に留まりました。また、今年は
4年に 1度の冬の祭典、北京冬季オ リンピック・パラリンピックが開催 されます。東京
オ リンピック・パラリンピックに続 く日本選手の活躍に期待がかか ります。初の中東開
催 となるサ ッカーワール ドカップカタール大会アジア最終予選も大詰めを迎えます。 ど
れも楽 しみです。

さて、新 しい年を迎え、この 3学期は学校教育目標 「けんこうな子」「思いや りのある
子」「考える子」にせまるために体育 「健康・体力」、徳育 「豊かな人間性」、知育 「確か
な学力」の調和がとれた教育をさらに推進 してまい ります。保護者による前期学校評価
では「体育・徳育 。知育の調和がとれた教育を行つている」は 92%(昨 年度は 79%)
が肯定的な評価をいただきました。それを励みに次のような取組を進めます。

体育 「健康・体力」では、何 と言ってもコロナ対策です。オ ミクロン株の感染動向が
気がか りです。朝の検温確認や健康観察、換気、手洗い、マスク等の基本的な感染症対
策を徹底 していきます。健康観察カー ド及び欠席連絡についてはデジタル化 してまい り
ます。また、体力が低下しないように外遊びを奨励 していきます。

徳育 「豊かな人間性」では、規律ある態度 (挨拶や返事、くつのかかと揃え、時刻を
守る)の育成や無言清掃を徹底 していきます。保護者による前期学校評価では 「子供た
ちは自分から挨拶をしている」は 78%、 「くつを揃えることができている」は 65%で
した。学校 と家庭が同一歩調で指導にあたっていくことが大切ですご
知育 「確かな学力」では、今後も学習の目的に応 じてタブレッ ト端末を有効に活用 し

てまい ります。また、自分の考えを書いてまとめた り、それを他者に伝えた りする力が
課題ですので、そ うした力をつける学習指導を行ってまい ります。

今年の千支は寅です。勇気のイメージをもつ虎にあやか り、児童が健やか |こ 成長する
よう力強く真摯に教育活動を進めてまい ります。
今年 もどうぞよろしくお願い申し上げます。



児童集会 1・ 2年発育測定 4年福祉体験

さくら学級発育測定

クラブ活動 不審者を想定した避難訓練

学校公開日 第 3回学校運営協議会

25 火
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11 火
年 ン 一来校め スクールカ

日
26 水

12 水 特別日課 4時間 5年書き初め 木 読み聞かせ(2年・さくら高)ず 誓聖｀通:電

13 木
給食開始 読み聞かせ(1年・さくら低)ALT開始
委 3・ 4 5・6年発育

28 ″ヽ
コE 新入学児童保護者説明会

14 金 3・ 4年発育測定

31 月

【学校全国に⊇いて】

0日程 1月 22日 (土 )

○時間 公開時間はクラス毎に異なります。
各学年1組公開時間 8:45～ 9:30
各学年2組公開時間 9:35～ 10:20
各学年3組公開時間 10:45～ 11:30
さくら学級公開時間 10:45～ 11:30

各学年4組公開時間 11:35～ 12:20

○お弁当日水筒の用意をお願いします。
○感染防止対策のため、参観者は各家庭

1名までとさせていただきます。

【校 内豊きぞめ大会 について】

○日程  1月 11日 (火 )～ 13日 (木 )

○場所 体育館 (1・ 2年は各教室 )

○連絡 持ち物などは、各学年だより等を御確
認ください。展覧期間は、1月 21日
(金 )～ 28日 (金 )の 予定です。学校
公開時にぜひ御覧ください。

(D

3日 (木 )委員会活動
7日 (月 )全校朝会
8日 (火 )スクールカウンセラー勤務日
9日 (水 )PTA常任理事会

10日 (木 )クラブ活動
11日 (金 )建国記念の日
14日 (月 )児童集会
17日 (木 )特別日課 校内研究授業
21日 (月 )ありがとう集会
22日 (火 )各学年1組授業参観懇談会
23日 (水 )天皇誕生日
24日 (木 )各学年2組授業参観懇談会
25日 (金 )各学年3組授業参観懇談会
28日 (月 )各学年4組・さくら学級

授業参観懇談会

2 の こついて

【至量者を想定した避難訓練】
1月 20日 (木 )に不審者を想定した訓練を

実施します。当日は、川口警察署生活安全
課の方々にも御協力いただき、不審者の危
機に備え、安全に避難できるように訓練を実
施していきます。
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令和 4年 2月 1日

至上の喜び

校長 駒崎 弘匡

今年の正月に、約二十年ほど前に教えた教え子から久しぶりに年賀状が届
きました。その年賀状には、「本を出したので送ります。」という内容が書か
れてありました。そして、つい先日、その教え子から一冊の本が届きました。
その教え子は、現在、大学院で熊の研究に取り組んでいて、一つの研究がま
とまったとのことで報告をしてくれました。

思い返せば、その教え子は、小学生の頃からやさしい性格で動物好きでし
た。幼少期からの夢である動物博士の実現に向け日々邁進中とのことでした。
夢に向かって力強く生きている教え子がいるということは至上の喜びです。

教師の日常は多忙です。学習指導、生活指導、学校行事、保護者対応等。
その他に外から見えない事務も多いです。分掌に応じた仕事もありますし、
出張もあります。新たな学習内容や指導方法に対応していくために研修も必
要です。それに加えて、感染症対策もあります。

児童の成長は必ずしも滑らかなものではないことから、児童を見守り導き
ながら、教師もまた悩み苦しむことも多いです。それでも教師ががんばれる
のは、気持ちが ドキ ドキする楽しみがあるからではないかと思います。日々

の授業やクラブ活動、委員会活動、学校行事等の学校生活で、児童は ドキド
キする体験をしていきます。ドキ ドキするたびに児童は大きく成長していき
ます。教師も一緒にドキドキします。児童の伸びる瞬間に立ち会えることは、
教師の至上の喜びです。

オミクロン株の急拡大により、しばらくは不安な毎日の連続だと思います。
そのような中でも、児童と教師がドキドキ感を共有しながら学校生活を送っ
てほしいと願っています。
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,日 曜 行事予定 日 曜 行事

火 15 火 さくら学級個人面談①

2 水

^

16 水 さくら学級個人面談②

3 木 委員会活動
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~~~~~~~

薩 %ィ亀 17 木 特別日課

4 金 18 金 ハ
〔疹豊民

月 21 月 ありがとう集会

~~嘱
塾∫

…

8 火 スクールカウンセラー来校日 22 火 各学年1組授業参観・懇談会

9 水

10 木 クラブ活動、3年クラブ見学 24 木 各学年2組授業参観・懇談会

25 ズヽ
コE 各学年3組授業参観・懇談会

14 月 新旧児童会役員交代式 28 月 各学年4組・さくら学級授業参観・懇談会

【授業参観・墾談会について】
2月 22日 (火 )各学年1組授業参観 (1・ 2年 :5校 時、3・ 4・ 5・ 6年 :6校時)'懇談会
2月 24日 (木 )各学年2組授業参観 (132・ 3・ 4年 :5校時、5・ 6年 :6校時)・ 懇談会
2月 25日 (金 )各学年3組授業参観 (1・ 2・ 3年 :5校時、4・ 5'6年 :6校時)・ 懇談会
2月 28日 (月 )各学年4組・さくら学級授業参観 (1・ 2年・さくら学級15校時、5年 :6校時 )・ 懇談会

今年度最後の授業参観懇談会です。今年1年間の成長を確認していただけたら幸いです。ぜひ御
出席ください。また、懇談会に合わせて、落とし物を掲示しますので御確認ください。落とし主の引き取
りがない場合は学校で処分させていただきますので御了承ください。なお、懇談会時、1・ 2年生につ
きましては、他の教室等で児童のお預かりをすることも可能です。(お預かりの場合は担任に連絡帳
でお知らせください。)その際には、座つて取り組める課題の準備をお願いします。

2月 17日 (木 )は、川国市教育委員会指導課指導主事を招聘して、校内授業研究が実施されます。
それに伴い、特別日課(1～ 4年 :5時間授業【14:10頃下校】、5・ 6年 :6時間授業【14:50頃下校】)

となります。通常の木曜日よりも早い下校となりますので、御注意ください。

【ェ校時刻⊇変更|二 2L〕て】

【ありがとう集会について】
02月 21日 (月 )8:30～

日頃お世話になつている方々へ感
謝の気持ちを表します。今年度もお世
話になった方をお招きすることはでき
ませんが、感謝の手紙を書き、お渡し
する予定です。また、今月は、児童会
新旧役員の交代式も行います。来年
度は、現5年生が学校のリーダーで
す。今後に期待しています。

【3月 の主な行事について】
3日 (木 )6年生を送る会、委員会活動
7日 (月 )全校朝会
9日 (水 )学校運営協議会
10日 (木 )クラブ活動
14日 (月 )児童集会
18日 (金 )給食最終日
23日 (水 )卒業証書授与式
24日 (木 )特別日課4時間 12:30下校
25日 (金 )修了式 3時間授業 11:50下校
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