
平成２８年度  

冬休み号   

 

めざす学校像 
ことばを大切にし こころ豊かな えがお輝く 学校 

冬休みを前に 
校長  高 村 美 恵 

校庭の銀杏の木もすっかり葉を落とし、本日無事第２学期の終業式を迎えることができました。

過日の校内持久走大会、授業参観懇談会には、ご多用の中保護者の皆様にお越しいただきました。

また、学校の教育活動に関するアンケートにつきましても貴重なご意見、励ましのお言葉等をお

寄せいただき感謝申し上げます。 

２学期も実り多い学期でした。まず、校内であいさつをする児童が増えました。元気にあいさ

つする児童、声は小さいけれど相手の目を見てしっかりあいさつできる児童と様々ですが、２学

期もあいさつ名人が育ってくれたことは嬉しいことです。また、日々の授業の中では、友だちと

かかわり合って考えを深めたり力を合わせて課題を解決したりしながら、楽しく学び合う児童の

姿が多く見られるようになりました。次の学習指導要領では、この学び合いが大切にされていま

す。素晴しいことです。そして、たくさんの行事の中で、自分のめあてに向かって多くの児童が

自分を輝かせてくれました。本当に一人一人の児童が、がんばっていることを実感した２学期で

した。ご家庭でのお声かけのお陰です。ありがとうございました。 

明日から冬休みになります。新年を迎える準備に家族の一員として参加したり、新しい年を迎

えて目標を決めたりこれからの生き方を考えるよい機会となると思います。有意義な冬休みをお

過ごしください。 

結びになりますが、１２月朗報が届きましたので、ご報告いたします。 

「小さな親切運動」埼玉県本部から、多年にわたる優れた教育活動に対し感謝状授与 

併せて 平成２９年度「小さな親切運動」実践校指定 

平成２８年も保護者、地域、くすのきおはなし会、おやじの会、様々なボランティア活動にご

参加いただいた多くの皆様に大変お世話になりました。来年もどうぞよろしく 

お願い申し上げます。皆様、よいお年をお迎えください。 

 

☆ 秋をテーマに全校で俳句に取組ました。６９２句が集まりその中から学年ごとに秀句を選びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生 

もみじがね 木からひらひら おちてくる （きた くら

のすけ） 

さつまいも いっぱいほるぞ がんばるぞ （さかもと 

れお） 
２年生 

赤とんぼ ブンブンとんで パトロール   （まつば る

みか） 

もみじがね 赤や黄色に ころもがえ    （たなか ひ

３年生 

紅葉が 雨にうたれて 光ってる       （さくま こ

こあ） 

秋の夜は とっても月が きれいだな     （かど る

４年生 

紅 葉 の  山 に 落 ち て く  夕 日 か な 

（いしはら しんのすけ） 

秋の日に もみじの色が あったかい（やまや はる

む） 
５年生 

月 見 も ち  う さ ぎ が つ い た  で き た て だ 

（よしおか はるな） 

田んぼには 米がみのるよ 豊作だ（なごや はる

６年生 

秋うかぶ 中禅寺湖の 水面に    （とみた ひな

の） 

教室の 窓から見える 秋の色      （おの みず

か） 

選定には、川口市俳句連盟副会長（安行吉岡自治会長） 

鵜澤利朗様にご協力いただきました。 



                                                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自分自身に負けるな！ 最後まで走りきろう！＞ 
 朝のジョギング、体育朝会や 25 分休みにお
ける４分間走、放課後や週末を利用しての自主
練習と子供達は校内持久走大会に向けて頑張
ってきました。さあ、いくぞ～ 
 
 
 
 
 
 
 
 持久走は体力の向上を図ることができる運
動です。同時に、諦めない心、乗り越えようと
する心、友達と励まし合う心が育つ運動です。  

嬉し涙、悔し涙、一人一人のドラマに拍手を
送ります。学級理事、協力員、おやじの会の皆
様、子供達の安全面を第一に考えていただき、
ありがとうございました。 

＜実りの秋だ 校外学習 Let’s Go～！！＞ 
 

 

 

 

 
なかよし学級は、アトリアに行き、たくさんの作品を

見てきました。また、川口西公園でお弁当を食べて、な
かよくみんなで遊びました。 

５年生は、自動車工場の見学と藍染の体験学習をしま
した。大量生産と伝統工芸、違いやそれぞれのよさが分
かったかな？ 

＜おめでとう！すばらしい活躍です＞ 敬称略 
川口市防火ポスターコンクール（佳作） 
６年生 榧場 杏香 
メトロ児童絵画展（奨励賞） 
６年生 遠藤 優泰 
川口市社会科マップコンテスト（特別奨励賞） 
５年生 工藤 紗奈【世界遺産屋久島】 
    武田 小雪【川越めぐり～蔵造り、菓子屋横丁を中心に】 
明るい選挙啓発運動（書道の部） 
６年生 重盛 仁美（銀賞） 
１年生 井上 紫温・小川 寛太朗 
    木村 杏菜・鈴木 聡太郎 
２年生 山川 羽咲・柴崎 涼吏・深谷 祐衣 
３年生 長冨 夏希・井上 陽翔・齋藤 星菜 
    榧場 一哲・岡村 龍之介・鈴木 優友 
４年生 梅澤 希実 
５年生 渡辺 瞬也・宮田 悠生・地引 琳子 
６年生 榧場 杏香・野中 望黎 
身体障害者福祉のための児童生徒美術展（入選） 
１年生 片野 希美・永江 萌々音・中山 光希 
    山本 浩太・北林 夢空・和田 武士 
    前川 拓光・近藤 大城 
２年生 幸平 拓海 
３年生 川口 夏佳・石渡 来夢・吉村 優衣 
４年生 宮村 拓翔 
５年生 工藤 紗奈・野口 姫乃・廣瀬 若奈 
    梅原 みのり・加藤 叶羽・秋山 夢莉奈 
    長内 来璃 
６年生 髙木 海乃斗・秋山 渉・穐山 将太 
    遠藤 優泰・増淵 美月・瀬尾 あかり 
    富田 妃南音・友寄 美羽・吉田 夕羽美 
郷土を描く美術展（入選） 
１年生 鈴木 恋菜・永瀬 結菜 
３年生 佐藤 陽・五十嵐 悠真・宮原 穂花 
    池田 周史・井島 七海・小田 悠月 
    加賀谷 綾音・佐々木 胡桃 
６年生 浅川 寛太・榧場 杏香・根本 太陽 
    國分 柚依・重盛 仁美 
身近な生き物絵画コンクール（入選） 
１年生 山田 陽太・竹之内 美桜・河野 凌大 
２年生 佐藤 梨乃・佐々木 玲奈 
３年生 榧場 一哲・白田 莉乃・小川 愛琉 
川口こども造形展（入選） 
２年生  櫻井 新大・６年 佐生 陽葉【特選】 
１年生  佐藤 凜音・小坂 琴羽・星野 倫 
     長尾 龍汰・成澤 沙恵 
２年生  日髙 朝陽・何 艾檸・高橋 花緒 
３年生  石濱 弘汰・下川 琉希・下山 璃子・平 琉正 
４年生  久末 陽菜・佐藤 昊・二瓶 朔・安藤 優那 
５年生  伊藤 美鈴・習田 悠雅・野村 虎汰・蓮沼 百希 
６年生  岡﨑 雪音・関根 諒人 
なかよし 二瓶 穹・石橋 結斗・カワグチ ヒデキ 

＜本年の学校へのご理解ご協力に感謝いたします＞ 
 冬休みは、出かける機会や金銭を持ち歩くことが増
える時期です。事件や事故に巻き込まれることなく、
ご家族で楽しい年末年始をお過ごしください。 

平成 29 年もよろしくお願いいたします。 

＜安行小ドリーム給食 全校児童におる投票結果＞ 
             12/1（木）開校記念日をお

祝いし、この日の給食はドリ
ーム給食。手巻きずしとスタ
ミナ焼き肉が同率1位だった
ので、なんと合体をし、“ス
タミナ手巻き”の登場です。 

             嬉しいことに残菜０！ま
た来年、どんな夢の給食メニ
ューになるでしょうか・・・。 

＜あいさつ運動第２弾 安行中＋児童会＞ 

 

 

 
 １学期に続き、２学期は安行中のお兄さん・お姉さん
の他に本校の児童会も門に立ち、あいさつ運動を実施し
ました。元気なあいさつを全校に広げ、安心・安全な安
行小をつくっていきます。 
 今後も、『小さな親切運動』の指定校（来年度発表）
として児童会を中心に学校全体で取り組んでいきまし
ょう。 

朝 行事予定
１

年

２

年

３

年

４

年

５

年

６

年

10 火 朝自習 始業式　特別日課４時間

11 水
基礎基本
（算数）

給食開始　競書会（６年・４年）
発育測定（３・５年）

２：４５頃

12 木 体育朝会
競書会（５年・３年）　委員会活動
発育測定（４・６年・なかよし）

13 金 読書タイム発育測定（１・２年）
　

日 曜 １月当初の行事予定 学年別下校時刻

１２：２０頃

３：３５頃

２：４５頃 ３：５０頃

３：００頃 ３：５０頃



 


