
                             

                                       

学校教育目標 ○まじめな子 ○あかるい子 ○がんばる子

児童の安全指導について
川口市内では、１２月までに１６件の自転車事故が発生しています。その中には、児童

生徒の尊い命が失われるという痛ましい事故も２件含まれています。
明日から冬休みに入ります。交通事故の防止について学校でも指導をいたしますが、ご

家庭でも再度お子さんにお声かけをお願いいたします。

＜交通事故に遭わないように、交通ルールを守る＞
・道路への飛び出しを絶対にしない。    ・横断歩道を渡るときは、必ず信号を守る。
・できる限り信号機のある横断歩道を利用する。 ・道路では、絶対に遊ばない。
＜自転車に乗る時は、交通ルールを守る＞
・スピードを出さず、道路の左側を走る。 ・２列になって乗らない。２人乗りをしない。
・暗くなったら、必ずライトをつける。 ・日頃から自転車の点検を行う。
＜その他＞
・危険な場所（立ち入り禁止の場所、工事現場、駐車場等）には近寄らない。遊ばない。
・下校時刻を守り、暗くならないうちに帰宅する。

（１１月～２月は、午後４時３０分が下校時刻です。）

保護者アンケート【要望・質問等①】の対応についてお知らせいたします。

① 体育で使用する自作の用具について…自作の用具は、「ペットボトルを利用したミニハ
ードル」と「画用紙をラミネートフィルムでカバーした的」です。特に危険性がある道
具は使用しておりません。

② エコキャップの集め方・くすのきチケットの使い方について…エコキャップは、正門に
持ってきてください。くすの木チケットについては、後日お便りを配布いたします。

③ うさぎについて…小屋から逃げたうさぎは、現在小屋に戻っています。今後、逃げ出さ
ないようにいたします。破れていたのは、鳥よけの網です。

④ アンケート項目について…次回に向けて、改善していきます。
⑤ 防犯対策について…防犯カメラ（５台 設置場所：北門前・西門前・正門前・南門前・

図工室前）が２学期（１０月）に設置されました。日中は、南門・西門は施錠していま
す。正門も児童の登校後に施錠します。ご用がある場合は、北門にお回りください。
北門は、門は閉まっていますが、業者等の出入りもあり、施錠はしておりません。また、
１ヶ所は施錠しないことになっています。（教育委員会より）

⑥ 教室に保管する学習道具について…同じ日に荷物が集中しないように時間割を工夫し
ていきます。

⑦ 体育着の長ズボン等の着用について…配慮させていただきます。個々に、担任にご相談
ください。

安行小学校 冬休み号

令和元年１２月２４日

一文字、一文字ていねいに書こう ～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。
＜競書会の日程＞（競書会は体育館で行います。）
１月 ９日（木） １・２校時：６年生   ３・４校時：４年生
１月１０日（金） １・２校時：５年生   ３・４校時：３年生

※１年生と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＞ １月１６日（木）～２４日（金）（各教室前の廊下に掲示します。）
※２３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。



※なかよし学級の下校時刻は学年だよりを参照してください。

健康に留意して、元気に冬休みをお過ごしください。 ３学期も、よろしくお願いいたします。

◎安行中学校 出前授業 ＜小中連携事業＞

  

６年生の児童が、安行中学校の先生方の指
導で、英語・数学・保健体育の３教科の授業
を体験しました。６年生はやや緊張しながら
も、真剣に授業に参加していました。

◎おめでとうございます

             
令和元年度「身体障害者福祉のための

児童生徒美術展」入選
なかよし３年 照屋 琉之介 なかよし４年 齋藤 結花里

１年１組 澤田 双葉 １年１組 山﨑 みちる
１年２組 伊藤 太樹 １年３組 杉元 乃愛
１年４組 木村 楓太 １年５組 眞下 華練
２年 1組 春木 崇汰  ２年２組 永江 脩吾
２年３組 八木 未来 ２年３組 八谷 玲葦哩
２年３組 工藤 健真 ２年４組 渡辺 碧
３年１組 牛渡 沙那 ３年２組 中島 志穂梨
３年２組 竹重 将太 ３年４組 高橋 瑠菜
３年４組 村上 璃珠 ４年１組 島村 有一郎
４年１組 前川 拓光 ４年２組 安田 凌麻
４年４組 熊井 彩乃 ４年４組 横尾 凪稀
４年４組 渡辺 琥 ４年４組 成澤 沙恵
５年１組 長田 瑛太 ５年１組 宇都宮 彩花
５年１組 金子 晴   ５年４組 岩井 駿太
５年４組 佐藤 愛奈 ５年４組 早川 智珠
６年１組 高橋 愛依沙６年３組 加賀谷 綾音
６年３組 川口 夏佳 ６年３組 中山 涼世
６年４組 井上 陽翔

令和元年度「郷土を描く作品展」入選
なかよし６年 宮沢 真  １年３組 村山 莉依菜

１年３組 町山 竜聖 ２年１組 須田 颯汰
２年１組 髙山 芽生 ２年１組 山口 栄史
３年１組 大塚 琉惺 ３年１組 澤永 涼花
３年３組 鶴見 蒼士 ４年１組 ペレーラ アーシンサニー     
４年３組 今野 さくら４年４組 都築 海聖
５年１組 竹内 朱璃  ５年３組 海老原 舞
６年１組 小川 愛琉  ６年１組 秋元 明日香
６年１組 新井 愛彩  ６年１組 山田 舞優

令和元年度「明るい選挙啓発書道作品」
銀   賞  ５年１組 伊藤 瑠花
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8 水 学年学級
始業式　　特別日課４時間
書きぞめ選手練習日

9 木 学年学級
３学期給食開始日　　　５年　発育測定
４・６年　競書会　　　　　　　　　　委員会活動

10 金 学年学級 ６年　発育測定　　　３・５年　競書会

11 土 　
12 日 　
13 月 成人の日

14 火 表彰朝会
４年発育測定
漢字練習強化週間（1/14～2/3）

15 水
基礎基本
（算数） 月曜日課　　　【集金日】　　３年発育測定

16 木 体育朝会
２年発育測定  クラブ活動⑫
校内書きぞめ展 1/16～1/24

17 金
読書タイム

読み聞かせ

１年発育測定
避難訓練（地震・火災）　　【集金日】

18 土 なかよし学級 安行コンサート（安行公民館）

19 日 　

20 月
基礎基本
（国語）

なかよし学級発育測定

21 火
音楽朝会
（琴演奏）

５年琴体験

22 水
基礎基本
（算数）

６年社会科見学 １５：００頃 1６ :２５頃

23 木 体育朝会
学校公開日　　　学校運営協議会
クラブ活動⑬

24 金
読書タイム

読み聞かせ

６年租税教室
ニコニコあいさつデー

25 土 　
26 日 　

27 月
基礎基本
（国語）

　

28 火 児童集会
児童集会（給食委員会）
ふれあいトークの日

29 水
基礎基本
（算数）

　
１５ ： ００頃

30 木 体育朝会 たてわり遊び（午前特日）　　　クラブ活動⑭

31 金
読書タイム

読み聞かせ １年生活科むかしあそび体験学習
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１月行事予定 学年別下校時刻
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子供たちに「おはよう」「おかえり」の声かけをお願いします。

『あいさつがあふれる安行小』づくりにご協力よろしくお願いします。

クラブ活動もご覧ください
～３学期学校公開日～ １月２３日（木）
６時間目のクラブ活動も公開いたします。他学

年と協力しながら活動する様子もご覧いただきた
いと思います。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。

＜令和元年度のクラブ活動と活動場所＞
① バドミントン（体育館）
② パソコン（パソコンルーム）
③ ソフト＆サッカー（校庭・雨天４－３）  
④ 自然サイエンス（理科室）
⑤ バスケットボール（校庭・雨天５－２）
⑥ シーズンスポーツ（校庭・雨天４－１）
⑦ 卓球（体育館）         
⑧ 器楽（音楽室）
⑨ バトン＆ダンス（５－３）
⑩ 工作（図工室）
⑪ 家庭科（家庭科室）  
⑫ 昔遊び（５－１）
⑬ ゲーム＆マジック（６－４）     
⑭ マンガイラスト（６－２）
※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。


