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まとめと準備の学期のスタートです
校長 和田

卓也

「校長先生、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
」
静かだった学校に子ども達の声が戻ってきました。いよいよ 3 学期のスタ
ートです。3 学期は、学校にとって、1 年のまとめの学期であるとともに、来
年度に向けての準備の学期とも位置付けられます。いわゆる「０(ゼロ）学期」
です。これは、児童だけでなく教職員も同じで、既に来年度に向けての計画
等について検討を重ねているところです。
今、学校に求められるのは、
「変化への対応力」だと考えております。
現在、新型コロナウイルス感染症が拡大を見せています。対応についても、
これまでと同様ではなくなっていくことが予想されます。学校においては、
感染症拡大状況を見極めながら、登校時刻やそれに伴う消毒・検温体制、日課表等、様々な面での対応
を見直してまいります。また、教育の面においても、GIGA スクール構想の推進だけでなく、高学年の
教科担任制（令和 5 年度全校実施）の推進、STEAMS 教
※ 1 「 STEAMS 教 育 」 … Science( 科 学 ) 、
育（※１）の推進等、様々な対応が必要となってきます。
Technology （技術）
、Engineering（工学）
、Art
とにかく今までの取組に固執することなく、世の中の動
（デザイン・感性等）Mathematics(数学)に、さ
いたま市独自に Sport(スポーツ)を加え、各教科
きとのバランスを取りながら柔軟に対応していきたい
での学習を実生活や実社会、未来社での問題発
と考えております。来年度の取組等については、２月初
見・解決に生かしていく力をはぐくむ教科横断的
旬に予定している学校運営協議会において大まかな原
な教育のこと。さいたま市においては、来年度よ
案について承認していただいたのち、保護者の皆様にお
り「STEAMS TAME」という名称で、3 学年以
上の児童を対象に年間 9 時間実施予定。
知らせする予定です。もうしばらくお待ちください。

【修学旅行に行ってきました。
】
12 月 15 日・16 日の 2 日間で、6 学年児童の修学旅行に行ってまいりました。寒い時期ですが、奇跡
的にもこの両日は天候にも恵まれ、東武ワールドスクエアや日光東照宮等の見学をゆっくり行うことが
できました。季節的に戦場ヶ原ハイキングを行うことはできなかったのですが、その分、ホテルでの時
間を十分に確保したことで、入浴や買い物、食事、部屋レク等を満喫することができ、とても心に残る
旅となりました。また、思いの他、早く帰校することができたのですが、これは、他の校外学習同様、
児童の活動時間はしっかり確保した上で、トイレで時間がかからないよう分散してトイレを済ませるよ
うにする、児童の活動状況に合わせて活動予定時刻を調整する、混雑状況によってクラスごとに見学順
番を変える等、こまめな調整を重ねたことと、その調整に応じて教職員や子ども達が臨機応変に対応し
てくれた結果です。そういう意味でも、みんなで協力できた修学旅行でした。
（以下、児童感想）
〇東武ワールドスクエアで知らない文化遺産をたくさん知れたし、活動班や生活班の人たちとの距離が縮まったと思いま
した。華厳の滝の迫力はすごかったし、日光にある 48 の滝のうち６つを見ることができてよかったです。
〇チームで行動して楽しめたし、きれいな滝や本物のシカや猿を見ることができて嬉しかったです。ホテルの食事も美味
しかったです。みんなで「○○しよう！！」と声を掛け合い、とても快適に過ごせました。
〇日光東照宮や日光の自然を見学して、自然の事や寺院の事に興味がわいた。修学旅行はみんなと協力できたので、最高
のおもいでになった。5 分前行動や考えて行動することの大切さを学んだので、今後に生かしたい。
〇日光東照宮では、ガイドさんの話が少し難しかったけど、作られたもの 1 つ 1 つに思いがあることが分かった。
〇見学の時の班活動やホテルでの生活班の活動を通して、今まで以上に友達との絆が深まってよかったです。
〇日光東照宮に行って、江戸時代にふれることができたような気がした。
〇とにかく、ホテルでの自由時間が楽しかった。 〇先生とオセロをできたのが楽しかったです。

お知らせとお願い
◇新型コロナウイルス感染症対策について◇

◇書初め競書会及び校内書初め展について◇

日頃より新型コロナウイルス感染症対策にご協
力いただいているところですが、現在変異株の影響
による感染が拡大しています。今後も改めて感染症
対策にご協力をお願いいたします。また、同居家族
に風邪様症状がある場合や同居家族が検査を受検
した場合は登校を控えることを、再度徹底のほどよ
ろしくお願いいたします。

日本の正月の伝統文化である書初めに親しむこ
とや、丁寧な字への意識を高めることなどをねらい
として、以下の日程で書初め競書会を行います。競
うとはありますが、書の美しさや雰囲気、書に取り
組む姿勢など、これまでの自分自身の書と競い向上
できるような会としてまいります。
●1 月 11 日(火) 5 学年
●
12 日(水) 6 学年・なのはな学級
●
13 日(木) 3 学年・4 学年
1・2 学年はクラスごとフェルトペンでの書初めと
なります。
3 学年以上は、書初めセットの手入れ・準備のご
協力をよろしくお願いいたします。

◇学校ホームページの更新停止について◇
学校ホームページの閲覧環境の安全性をより確
保するために、さいたま市の学校ホームページサー
バの設定変更作業が行われます。この期間、学校ホ
ームページの閲覧はできますが、更新が行われませ
んので、ご承知おきください。
更新作業停止期間
●令和 4 年 1 月 14 日(金) 22:00 から
1 1 月 31 日(月) 16:00 まで
◇赤い羽根共同募金並びに今後の募金活動について◇
1 月 12 日(水)～18 日(火)の日程で、赤い羽根共同
募金を行います。この募金は、社会福祉法人埼玉県
共同募金会を通して、私たちが住んでいる町をより
よくしたり、新型コロナウィルスで大変な人たちの
ために役立てられたり等の福祉に活用されるもの
です。1/11(火)に羽根を配付します。
また、2 月には、福祉月間として、
“健康のよろこ
びを”鉛筆(通称パンダ鉛筆)の販売やユニセフ募金
なども予定しております。鉛筆販売については、
2/1(火)に申込封筒を配付し、2/4(金)に封筒を回収さ
せていただきます。
どれも金銭のご負担のあるものですので、ご家庭
で意義や金額について話し合い、無理のない範囲で
ご協力いただければ幸いです。
●赤い羽根共同募金 1/11(火) 羽根配付
1/12(水)～18(火) 募金回収
●健康のよろこびを鉛筆 2/1(火)封筒配付
2/4(金)封筒回収
●ユニセフ学校募金 2 月後半予定
赤い羽根について詳しく知りたい人は👇

また、以下の日程で校内書初め展を行います。競
書会の作品を展示しますので、どうぞご覧くださ
い。
●1 月 17 日(月)～28 日(金) 15:35～16:50
児童の昇降口からお入りいただき、下足はお子様
の下足入れ若しくは下足入れの上に置いてくださ
い。また、その際は検温・手指消毒へのご協力をお
願いいたします。
◇文部科学省からのメッセージについて◇
冬休み明けには、不安や悩みを抱える子どもたちが
増えることが考えられます。
・これまでに関心のあった事柄に対して興味を失う
・成績が急に落ちる
・注意が集中できなくなる
・身だしなみを気にしなくなる
・健康管理や自己管理がおろそかになる
・不眠、食欲不振、体重減少などのさまざまな身体の不調を訴える
このような微妙なサインに注意を払っていただき、
子どもたちの不安や悩みの声に耳を傾けていただきま
すようお願いいたします。詳しくは本日配付した文部
科学省からの手紙「保護者や学校関係者等のみなさま
へ」をご覧ください。

◇放課後の校庭使用可能時間帯について◇
交通事故も多発しております。明るいうちの早め
の帰宅や習い事からの安全な帰宅などについて、ご
家庭でも確認をお願いいたします。
冬季校庭使用時間
１０月～２月

１６：３０

今後とも、教育活動の様子等を定期的に学校ホームペ
ージにアップしていく予定です。
また、学校安心メールにおいても、適宜、必要な情報
を配信してまいります。学校安心
メールの確実な登録へのご協力をお願い
いたします。端末の変更等があった場合
は、教頭までご連絡ください。
※学校ホームページのＱＲコードはこちら ⇒

学校の様子から

【学校給食試食会がありました】

【学校施設の工事を進めています】

給食だより 12 月号でも紹介した通り、12 月 15
日(水)16 日(木)に学校給食試食会が行われました。
昨年度は新型コロナ感染症の状況から実施できな
かったため、1・2 学年及び転入児童保護者を対象と
して実施しました。
給食の味わいと併せて、給食室での調理や児童の
喫食の様子を映像で視聴し、学校給食について関心
を深めていただくよい機会となりました。

第１校舎（南校舎）トイレの洋式化工事、全校舎、
体育館照明の LED 化工事を進めています。冬休み期
間も寒い中ですが工事が行われていました。校庭施
設開放や通行等でご不便・ご迷惑をおかけしますが、
引き続きよろしくお願いいたします。

（参加された保護者の感想より）

・学校から帰ってくるなり「給食おいしかった！」と
子どもが話したくなる気持ちが分かりました。
・調理員さんが安心・安全で美味しい給食を作るため
に、日々細心の注意を払って調理にあたっている様
子がよく分かりました。子どもたちにももっとよく
知ってもらいたいです。
・低学年の配膳の様子や喫食の様子が分かり安心しま
した。

【オンライン一斉接続テストのご協力ありがとうございました】
12 月 23 日(木)に行われたオンライン一斉接続テ
ストでは、放課後のお忙しい時間にも関わらず、各家
庭のご協力ありがとうございました。今後の感染拡
大状況によっては、オンライン学習等の実施も考え
られます。今回の接続テストで見られた課題やアン
ケートの結果をもとに、ＩＣＴ環境の更なる充実に
努めてまいります。

【表彰朝会が行われました】
夏休みの課題の各種コンクールや、長い 2 学期の
様々な作品展での受賞を称える「表彰朝会」が 12 月
22 日にテレビ放送で行われました。画面越しではあ
りますが、友だちの頑張りに快い拍手を送る姿が見
られました。賞の有無に関わらず、成長を目指しての
チャレンジを今後も応援してまいります。

【１月の行事予定】
１月の生活目標
給食を残さず食べよう ～学校給食月間～
給食室のインタビューや給食標語の紹介、給食委員会の活動報告等の月間の取組を通し、給食ができるまでに、
たくさんの人が関わっていることや、なに不自由なく食べられることのありがたさについて、改めて感じることが
できる機会としてまいります。
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特別支援教育作品展北区展（宮原コミュニティセンター）
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