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校長 藤原 啓  

新年あけましておめでとうございます。保護者・地域の皆様におかれましては、コロナ禍にもか

かわらず、日ごろより本校の教育活動に多大なご協力とご支援を賜り誠にありがとうございまし

た。元号が令和になって２年と８カ月が過ぎました。このうち約２年はコロナ禍ではありましたが、

少しずつコロナとの付き合い方もわかってきたため、教育活動は順調に進んでおります。保護者の

皆様のご支援、ご協力に感謝申し上げます。 

昨年の１０月以降、なりを潜めていた新型コロナウイルスは、年末年始に急速に感染を広めまし

た。年末年始の人流に加え、日本海側に大雪をもたらした寒波や、先週も関東地方の平野部で雪が

ちらつくなど、寒さも影響したのかもしれません。また、年末から年始にかけて、東京都で１０日

間も乾燥注意報が出されるなど、空気がカラカラの状態が続いています。寒さや空気の乾燥はウイ

ルスにとって好都合だそうです。今年もコロナには十分注意を払いつつ、教育活動を展開していき

たいと思います。 

 

毎年、３学期の始業式には、今年の目標を定めることを子ども達に呼びかけています。始業式で

は、子ども達が目標を持って歩むことを願って「１年の計は元旦にあり」という話をしました。こ

の意味は「１年の計画は年の初めである元旦に立てるべきであり、物事を始めるにあたっては、最

初にきちんとした計画を立てるのが大切だということ。」とあります。自分が、今年したいことや、

続けてみたいことなどを、年の初めのこの時期にしっかりと目標として持つことが大切です。また、

目標には、・毎日のお手伝・家庭での勉強、というような身近な毎日の小さなもの、・本を 100 冊読

む・逆上がりができるようにがんばる・スポーツ少年団でレギュラーになる、というような数か月

から 1 年くらいかかる中くらいのもの、・プロサッカー選手になる・プロ野球選手になるという将

来の夢のような大きなものまで、大きく３つくらい考えられると良いという話もしました。 

何かができるようになるためには、まずは、目標を持つこと。次に具体的な計画を立てること。

そして努力を続けるということが大切です。この目標を持ち続け、達成させるためには、周りの人

からの支援や援助が欠かせません。 私たち教職員も、子ども達が元気に明るく、そして、楽しく

学校生活を送りながら、目標を達成できるように全力でサポートしていきます。ご家庭でもぜひ、

子ども達の目標について話題にしてくださると幸いです。 
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１月の行事予定   
日 曜 行   事 

11 火 第 3 学期始業式 ３時間授業 11：50 下校 

12 水 あいさつ運動（18日まで）発育測定 短縮 4時間授業一斉下校１２：３０頃下校開始   

13 木 委員会活動 書初め３・５年 給食開始   

14 金 書初め４・6年 避難訓練 

15 土  

16 日  

17 月 新倉ふるさと民家園見学（３年）  

18 火 体育朝会 算数教室４年 

19 水 朝読書  算数教室５・６年 

20 木 P クラブ活動 算数教室３年 

21 金 C 5年サッカー大会 算数教室２年  

22 土 埼玉県小中学校児童生徒美術展覧会（埼玉会館） 

23 日 埼玉県小中学校児童生徒美術展覧会（埼玉会館） 

24 月 朝自習  

25 火 5周年記念航空写真撮影 算数教室４年  

26 水 朝読書 サッカー大会予備日 算数教室５・６年  

27 木 P 2年生活科見学 クラブ活動 算数教室３年  

28 金 C 第 2回リモートの日 

29 土  

30 日   

31 月 朝自習 

P：パワーアップタイム C：チャレンジタイム 
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、 
予定の変更・中止をする場合があります。 
予め、ご了承ください。 

２月の主な行事予定  

1 火 お話朝会 令和３年度新入学説明会 

2 水 1年生 生活科見学 

３ 木 委員会活動 

８ 火 6年生 社会科見学 

10 木 クラブ活動 1，2，3年生学力調査 

11 金 ○祝建国記念の日 

17 木 クラブ活動 

18 金 第 3回リモートの日 

21 月 ショート避難訓練 

22 火 ５年授業参観・懇談会 

23 水 ○祝天皇誕生日 

24 木 クラブ活動 

25 金 ４年授業参観・懇談会 

28 月 ２年授業参観・懇談会 

まとめの３学期、スタートです 

例年とは異なる年末年始。ご家族で過ご

されたことと思います。そして今日、学校

に子どもたちの元気な声が戻ってきて、無

事 3 学期がスタートしました。 

本年も教育活動の推進にご理解とご協力いただきま

すよう、お願いいたします。 

新型コロナウイルス感染症感染防止のため、３学期の授

業参観については、１学期と同様に教室・PC 室、アリーナ

で行うことを検討しています。このため、年間行事計画に

掲載しました日程と異なっていますので、予めご了承くだ

さい。 

○日程・受付時刻 

１年：令和４年３月 １日（火）13:20~13:45 

２年：令和４年２月２８日（月）13:20~13:45 

３年：令和４年３月 ２日（水）14:10~14:35 

４年：令和４年２月２５日（金）14:10~14:35 

５年：令和４年２月２２日（火）14:10~14:35 

６年：令和４年３月 ４日（金）13:20~13:45 

こすもす：令和４年３月 ２日（水）13:20~13:45 

○懇談会は、各教室で行います。 

○参観は、児童一人に対して、お一人とさせていただきま

す。 

○詳細は、今後別途お知らせします。 

今学期は、1 月 12 日から 18 日朝 7

時 30 分～8 時 20 分までの間、各通学

班の集合場所・正門前、通学路等であ

いさつ運動を行います。「あいさつで

まちに広がる心の輪」をキャッチフレ

ーズに取り組みます。ご協力をお願い

いたします。 

 

 

転出の予定がありましたら、分かった時点で早

めに学校までお知らせください。来年度に向けた

クラス編制を行うため、児童数の確認は大変重要

になります。ご協力をよろしくお願いします。 

＜令和３年度 郷土を描く美術展＞ 

優良賞 1年３組 利根川 梨乃さん 2年３組 柳下 直哉さん 

 3年 1組 唐仁原 晴貴さん 3年 2組 棚田 琴音さん 

 4年 2組 杉原 有紗さん 4年 3組 関山 汐音さん 

 5年 1組 副島 武臣さん 5年 3組 中村 花乃さん 

 6年 1組 鍋島 蓮奈さん 6年 2組 村山 拓海さん 

 こすもす３組 茅野 友哉さん  

＜読書感想文＞ 

優良賞 １年 1組 齊藤 杏凪さん ２年３組 都市 大陽さん 

 ３年１組 松田 真太さん ４年１組 塚本 崚太さん 

 ５年１組 伊藤 公々さん こすもす４組 高野 咲良さん 

 


