安行小学校

冬休み号

平成３０年１２月２１日

学校教育目標

○まじめな子

○あかるい子

一文字、一文字ていねいに書こう

○がんばる子

～書きぞめ～

いよいよ冬休みが始まります。冬休みならではの宿題といえば「書きぞめ」です。１・２年生はフ
ェルトペン、３年生以上は習字（書きぞめ用）で取り組みます。３学期の競書会に向けて、がんばり
ましょう！
＜競書会の日程＞（競書会は体育館で行います。
）
１月 ９日（水） １・２校時：６年生

３・４校時：４年生

１月１０日（木） １・２校時：５年生

３・４校時：３年生

※１・２年生は、各教室でそれぞれの時間に行います。
＜校内書きぞめ展の日程＞（各教室前の廊下に掲示します。
）
１月１７日（木）～２５日（金）
※１７日（木）は学校公開日になっています。様々な学年の書きぞめの作品を、ぜひご覧ください。

クラブ活動もご覧ください

～３学期学校公開日～

１月１７日（木）に３学期の学校公開を行います。この日は６時間目のクラブ活動も公開いたします。
普段の授業参観では見ることのできない、他学年と協力しながら活動する様子もご覧いただけますの
で、様々なクラブ活動の様子をご覧ください。
（クラブ活動は４～６年生のみの活動です。１～３年生は５時間目で下校になります。）
＜H３０年度のクラブ活動と活動場所＞
１

バドミントン（体育館）

１０

パソコン（パソコンルーム）

２

ソフト＆サッカー（校庭・雨天６－１）

１１

自然サイエンス（理科室）

３

バスケットボール（校庭・雨天６－２）

１２

シーズンスポーツ（校庭・雨天５－２）

４

卓球（体育館）

１３

器楽（音楽室）

５

バトン＆ダンス（５－３）

１４

折り紙（４－３）

６

手芸（５－１）

１５

工作（図工室）

７

卓上ゲーム（６－３）

１６

昔遊び（４－１）

８

マンガイラスト（６－４）

１７

縄跳び（裏庭・雨天３－１）

９

料理（家庭科室）

※詳しい時間割につきましては、３学期に手紙を配布させていただきます。

下校時刻にご注意ください

～１月１１日は授業研究協議会～

１月１１日（金）は、本校で授業研究協議会が行われます。この日は川口市内外から、たくさんの先
生方が授業を見に来られます。それに伴い、授業時間や下校時刻が通常とは異なります。特に下校時刻
は同じ学年でも学級によって異なりますので、お子様の学級では何時下校になるのか、ご確認をよろし
くお願いいたします。

この日は、校庭が駐車場になりま
す。たくさんの先生方の車が校庭
に入りますので、放課後に学校で
遊べません。

＜１月１１日の日程＞
〇１・２・３時間目まで特別日課の授業を行います。
〇３時間目終了後、帰りの用意、給食・清掃を行います。
〇清掃後に下校する学級（１２：３５完全下校）
１年１・２・３・４組

２年１・２・３組

５年１・３・４組

６年１・２・４組

３年１・２・３組

〇５時間目を行ってから下校する学級（１３：４５完全下校）
１年５組

２年４組

３年４組

４年全学級

５年２組

６年３組

なかよし学級全学級

１ 月行事予定
日 曜

行事予定

朝

7 月

書きぞめ練習会
（選抜児童 １３：３０～１５：３０ 音楽室）

8 火 学年学級

始業式 特別日課４時間

基礎基本

9 水 （国語）

10 木 学年学級

11 金 学年学級

給食開始日 ５・６年発育測定
競書会（１・２校時：６年 ３・４校時：４年）
特別日課６時間 委員会活動
３・４年発育測定 安全点検
競書会（１・２校時：５年 ３・４校時：３年）
授業研究協議会のため特別日課
清掃後に下校する学級 １２：３５完全下校
５校時まで行う学級 １３：４５完全下校

12 土
13 日
14 月

歯・口の健康づくりを考えよう

学年別下校時刻
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１２：３５に下校する学級
１年１・２・３・４組
２年１・２・３組
３年１・２・３組
５年１・３・４組
６年１・２・４組
１３：４５に下校する学級
１年５組 ２年４組 ３年４組 ４年全学級
５年２組 ６年３組 なかよし学級全学級

届けよう

音楽の花束

成人の日

＜やったね すばらしい活躍です＞
敬称略
★川口こども造形展
（特選）
２年 村上 璃珠・横島 涼南
（入選）
１年 田村 心楓・渡邉 幹太・長瀬 陽優・橋本 幸歩・ 田 紫音
２年 遠藤 有紗・江原 美桜
３年 中島 綾介・榊原 綾人・都築 海聖・上原 琉稀
４年 宮田 梨央奈・松尾 泰芽・松葉 瑠美香・石渡 咲来
５年 平岡 晃汰・佐々木 彩瑛・山田 舞優・井上 陽翔
６年 斎藤 華音・重田 真央・髙島 陽依・前田 龍之介
なかよし １年 針谷 純翔・５年 宮沢 真
★郷土を描く児童生徒美術展（入選）
１年 工藤 健真・永江 脩吾・工藤 煌貴
２年 岡田 結愛・浅川 虎太郎・安山 来叶
３年 片岡 心夏・羽鳥 美亜・小川 寛太朗
４年 濱田 日和・金子 八大
５年 吉田 せあら・佐々木 彩瑛・大田 花音
６年 濱田 愛華・村上 季穏
なかよし ２年 照屋 琉之介
★身体障碍者福祉のための児童生徒美術展
（特選）
２年 那須 鋼牙・大塚 琉惺
（入選）
１年 岩田 早史・松下 絢・永江 脩吾・佐藤 桃香・笠原 杏珠・渡邊 碧
２年 日髙 翔陽・松本 大将・萩原 璃音・成田 果乃子
３年 篠原 さち・永瀬 結菜・井島 悠人・岩野 友希・島村 有一郎
４年 高橋 花緒・佐藤 梨乃・小口 明奈・本間 夢芽・村上 白虎
５年 野村 琉花・鈴木 優友・久保木 珠江梨・小宮 直己・巻川 耀太・惠田 彩花
６年 斎藤 華音・石原 拓馬・萩 端妃・大道 麗菜・萩 凜・齋藤 愛奈
なかよし ３年 山崎 花・４年 石橋 結斗
★川口市マラソン大会
５・６年の部 第２位 ６年 髙澤 侑世
冬休みは、外出す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ないようご注意いただき、ご家族で楽
しい年末年始をお過ごしください。

12/1(土)３校合同フラワーコンサートを実施し
ました。安行小・安行東小・慈林小の金管・器楽ク
ラブが互いの演奏を披露し、交流を深めました。最
後の約 70 名による合同演奏♪わんぱくマーチ＆よ
ろこびのなみだ♪は迫力のある演奏となり、会場の
保護者に感動を与えてくれました。
輝く

嬉し涙・悔し涙に拍手！

12/4(火)持久走大会を実施しました。25 分休みの
４分間走、朝や放課後の自主練習の成果は発揮でき
たかな？結果に満足して喜ぶ姿、目標の順位を達成
できずに悔し涙を流す姿がありましたが、一人一人が
目標を立て、一生懸命に取り組むことができました。
子どもたちの走る姿にあたたかいご声援をいただ
き、ありがとうございました。また、学級理事、協力
員、おやじの会の皆様にはコースの安全面にお力添
えいただきまして誠にありがとうございました。

清々しく響き渡った歌声

12/9(日) なかよし学級が安行公民館で開催され
た安行コンサートで合唱を披露してきました。安行
中の先輩との合同合唱♪Believe・あなたに会えて♪
の元気な歌声が会場に響き渡りました。

