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キミならできる！学力テスト 

全学年が学力診断のためのテストに取り組みま

した。教科は国語と算数です。どのクラスでも集中

していました。先日、子どもたちに配布した「キミ

ならできる！」カードにテスト前にお願いする子や

「このカードがあったからいつもよりスラスラで

きた！」と言っていた子もいました。３学期の学年

末 PTAで結果をお渡しします。 
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気持ちを切り替え、新たな目標を設定するために節目をつくる 

                                 教 頭 村山 明宏 

 新年あけましておめでとうございます。穏やかな新春を迎え、皆様にはますますご健勝のことと 

お慶び申し上げます。本年も本校教育活動にご協力・ご支援いただきますようお願いいたします。  

 さて、今日から三学期が始まりました。今年度は７０周年の記念の年であるとともに、学校とし

ても、子どもたちにとっても大きな「節目」の年となります。「節目」という言葉は、元々は「材木

の節があるところ」の意味です。そこから意味が転じて、「区切りとなる大切なところ」という意味

に使われるようになりました。 

特に、竹の「節目」がたとえとして挙げられますが、竹は長いものになると２０ｍを超えるほど

伸びます。竹は円筒形をしていて中は空洞ですが、これを支えているのが一つ一つの節です。竹に

はタケノコの頃から６０個ほどの節があり、そこに成長点があるので、これがないと伸びることが

できない性質をもっているそうです。そして、円筒形の空洞の中に「節目」を作ることで伸びた自

身の身を強化し、反りにも強く、成長を助ける働きをしているということです。 

一方、人間にとっても「節目」は、それがあることでいつまでもだらだらとせずに、気持ちを切

り替えるけじめとなったり、新たな目標地点となったりするなど、成長の上で大きな意味をもちま

す。一年の始まりや各学期の始まり、大きな行事の後などは、これまでの自分を振り返ったり、こ

れからの自分のあり方を考えたりすることができ、子どもたちにとっても「節目」をつくりやすい

機会です。新たな年の幕開け、そして、学年のまとめの時期である三学期のスタートに、自分自身

の「節目」をつくって進んでいけることを願っています。  

本校でも、子どもたちのがんばりを認め、励まし、一人一人の成長を見守っていくために教職員

一同力を合わせていきます。三学期も、ご家庭のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

※新型コロナウイルス感染症については、依然として先行きが見えない状況です。昨年同様、新

しい生活様式の基、校内で感染症対策を続けて参ります。ご家庭でも引き続きお願いいたします。 

 

 

 

 

 

１２月の子どもたちや学校のようす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力作いっぱい競書会 

体育館で書き初め競書会を行いました。張り詰めた空気の中、

条幅紙に書くことに苦心している子や逆にダイナミックに筆を

滑らせている子など、どの子も真剣に取り組んでいました。「こ

れがおススメ」と、自慢の清書を見せてくれた子もいました。 

 

リズムよく走り越そう 

３年生が体育で走・跳の運動遊び「小型ハード

ル走」を行いました。ハードル間は３歩が理想で

す。スタートから最初のハードルまでの加速がと

ても大切です。子どもたちは、３歩のリズムで飛

び越そうと主体的に取り組むことができました。

テンポよく上手に走り越すことができました。 

７０周年記念クリアファイル配布 

７０周年記念として全校で撮影した集合写真や

校歌が印刷されているクリアファイルを全校児童

に配布しました。担任からもらった子どもたちは自

分を確認したり、友だちがどこにいるかをさがして

いたりしました。どの子もうれしい様子がよく伝わ

りました。大事に使っている子も見ることができま

した。 

 

学級農園の野菜を収穫したよ！ 

２年生活科では、学級農園に植えた冬野菜の一つでもあるラ

ディッシュを収穫しました。子どもたちはまん丸なので「サク

ランボみたい！」「おうちで食べてみたい！」と持ち帰りまし

た。次の日の朝には「おいしかったです！」と伝えてくれた子

もいました。他にも大根やカブを作っています。毎日、子ども

たちは登校すると水を欠かさず与えるので、元気にすくすくと

育っています。 

 

 

 

 

電気をつくるって大変 

６年理科では「電気と私たちのくらし」を学習しています。手

回し発電機や光電池で電気を作ります。子どもたちは、ハンドル

を一生懸命に回して電気をつくることで電気の大切さを改めて

気づきました。授業の後半には、回す速さで電力を調整できる

「手回し発電機」と、安定して電力を供給できる「光電池」のそ

れぞれのよさについて考えていた子どもたちでした。 
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令和 5 年（2023 年）元日・正月飾り 

今年もみんな元気で幸せな一年になりますように！ 



学校・学年行事の計画と下校時刻について 

 

 

各学年からの１月の学習連絡 

 

 

１月 行事 学年行事 下校時刻 

11 水 給食開始・４時間授業  全学年 13:00 

12 木 身体測定（低）  1-2年 14:15 3-6年 15:05 

13 金 身体測定（高）・委員会  1-3年 14:15 4-6年 15:05 

14 土    

15 日    

16 月   1-2年 14:15 3-6年 15:05 

17 火   1年 14:15  2-6年 15:05 

18 水 クラブ ３年行田特別支援学校交流 1-2年 14:15 3-6年 15:05 

19 木 二小タイム  1-3年 14:15 4-6年 15:05 

20 金 さわやか・避難訓練  1-2年 14:15 3-6年 15:05 

21 土 新年度に向けての役員決め 13:30 ウチドク  

22 日  ウチドク  

23 月   1-2年 14:15 3-6年 15:05 

24 火   1年 14:15  2-6年 15:05 

25 水 クラブ ３年クラブ見学 1-2年 14:15 3-6年 15:05 

26 木 児童会  1-3年 14:15 4-6年 15:05 

27 金 さわやか  1-3年 14:15 4-6年 15:05 

28 土    

29 日    

30 月 読み聞かせ（中）  1-2年 14:15 3-6年 15:05 

31 火   1年 14:15  2-6年 15:05 

２月    

1 水 委員会  1-3年 14:15 4-6年 15:05 

2 木   1-3年 14:15 4-6年 15:05 

3 金 さわやか・入学説明会  1-2年 14:15 3-6年 15:05 

4 土    

5 日    

6 月 教育相談日  1-2年 14:15 3-6年 15:05 

7 火   1年 14:15  2-6年 15:05 

8 水  ３年クラブ体験 1-2年 14:15 3-6年 15:05 

9 木   1-3年 14:15 4-6年 15:05 

10 金 地域学校保健委員会 

（薬物乱用防止教室） 

 1-3年 14:15 4-6年 15:05 

[第１学年] 
○体育では、なわとびを行います。とびなわの長さが、

お子さんの身長に合うように、調節をお願いします。 

○２年生へ向けて、３学期もこんな力を付けます。頑

張りましょう。 
□ひらがな４６文字 □けいさん（計算カード４つ）  
□カタカナ４６文字 □とけい            
□かん字８０字   □１００までのかず       
□どくしょ４０さつ   
□マラソン３００周 □なわとびカード 
□さか上がり 
□げん気なあいさつ    □はなしをきくしせい 
□よばれてすぐにへんじ  □じょうずなはみがき    
□正しいえんぴつのもちかた 

[第２学年] 
○生活科「あしたへジャンプ」 

  生活科「あしたへジャンプ」では、今までの自分の成長

を振り返ります。小さい頃の思い出やどんな子だった

かをインタビューしたり、写真や絵を描いたりしてまと

めます。１年生の頃の写真を１枚ご準備お願いします。

写真はそのまま貼り付けて使用しますので、ご家庭で

カラーコピーをしていただければと思います。ご協力お

願いします。質問等ありましたら、ご連絡をお願いしま

す。 

[第３学年] 
○縄跳びの練習 

１・２月の体育の時間では、縄跳びを行います。冬休

みの「なわとびカード」の続きを使って、さらに上の級を

目指して練習していきます。３年生の「時間跳びのめあ

て」は３分間です。諦めないで元気に練習を続けていき

たいです。ご家庭での練習の声かけをお願いします。 

○クラブ見学 

２５日（水）は、４年生から始まるクラブに向けて、クラ

ブ見学を行います。そのため、６時間授業になります。 

[第４学年] 
〇３学期に向けて 

  ３学期は５年生０学期。４月からの高学年としての学校

生活に向けて、主体的に考え行動していけるように指導

して参ります。今年も子どもたちが安心して、楽しく力を

伸ばしていけるよう全力で頑張りますので、どうぞよろしく

お願い致します！ 

○タブレットを家に忘れてくる児童が増えています。基本

的に毎日使用しますので、ご家庭でも声かけをよろしくお

願い致します。 

[第５学年] 
 

○羽生市環境家計簿(１月)について実施のお願い 

１２月のご協力ありがとうございました。羽生市

では、環境基本計画に基づき、地球環境への負荷の

少ない生活を考え、行動するために、「羽生市環境家

計簿」の取組を実施しています。毎年対象が５年生

となるため、２ヶ月間の実施をお願いいたします。

詳細な手紙及びワークシートは先月配布いたしまし

たので、ご確認ください。紛失等してしまった場合

には、連絡帳等でご連絡ください。お手数をおかけ

いたしますが、ご協力をお願いいたします。 

【実施期間】２ヶ月間（１２月・１月） 

【提出期限】令和５年３月３日（金）まで 

[第６学年] 

〇入学説明会について 

中学校入学に関する案内が配付され、お手元に届い

ていると思います。２月３日（金）は、南中学校の入学説

明会です。当日の内容や持ち物等については、配布済み

の手紙でご確認ください。尚、転出や転居に関わること

は、早めにご連絡ください。 

〇体調管理について  

３学期も引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、マスク着用・手洗いうがい・消毒・Google フォー

ムによる健康観察の入力等のご協力をよろしくお願いい

たします。 



 


