
 

いじめ、差別は絶対に許さない！ 

校 長  池 田  光 伸 

埼玉県では１１月を「いじめ撲滅強調月間」としています。 

本校でも１１月４日の全校朝会は、いじめをテーマにした校長講話の予定 

です。当日、お子さんがどんなことを考えたか、是非聞いてみてください。 

 さて、このコロナ禍において、いつ、誰が感染してもおかしくない状況 

が続いております。どんなに予防をしていても感染してしまうこともあり 

ます。でも、それはウイルスが悪いのであって、感染した人が悪いのでは 

決してありません。ですから、万が一、本校児童やそのご家族、あるいは 

教職員等が感染したとしても、差別の感染は絶対に止めたいのです。 

６月の学校再開時に、本校道徳主任が、右の教材を作成し、新型コロナ 

ウイルス感染症に係る差別や偏見について、児童に考えさせる機会を設定 

しました。また９月のオンライン授業参観では、保護者の皆様に「大人が、 

我が子だけでなく、他の子どもやお年寄りを思いやる気持ちを持つこと、 

そして、大人が差別やいじめをしない生き方をすることで、子どもにも差 

別の感染を絶対にさせないこと」をお願いしました。日本赤十字社の資料 

にもあるとおり、差別は不安や恐れなどから生まれます。逆に、人々の優 

しさはウイルスとの闘いの強い武器（文科大臣メッセージより）になりま 

す。差別的な言動に同調せず、この事態に対応している全ての方々に感謝、 

労い、リスペクトの気持ちを持つことが大切だと思います。そして「もし 

自分が感染したら、周りの人にはどうしてほしいか」、そういった相手の 

立場に立った思いやりの心を家庭、学校、地域で育んでまいりましょう。 

本校では、道徳と特別活動を核として全教育活動で「他者を思いやり、 

大切にする態度」を育み、「いじめ、差別は絶対に許さない姿勢」を貫くことで、どの子も安心して笑

顔で過ごせる教育環境を保障します。年度当初から全教職員は必死です。勿論、「いじめは、どこにで

も、誰にでも起こりうるもの」という前提に立った上での安行っ子アンケートや日々の観察、そして情

報共有は必要不可欠です。ご家庭でもお子さんの様子、友達との関わり等で気になる点は、即お知らせ

ください。 

学校教育目標   ○まじめな子    ○あかるい子    ○がんばる子 

                              

                                        

 

目指す学校像  光る所を伸ばし、学び合い高め合い、やる気と笑顔あふれる学校 

安行小学校１１月号 

令和２年１１月２日 

 

 

 

日本赤十字社「新型コロナウイルスの 3つの顔を知ろう！」より 



＜歯科健診＞     
歯は一生使う、とても大切なものです。むし歯等、治療が

必 
要なお子さんには保健室からお知らせが配布されています。
お知らせの内容に合わせて、早めに歯科医を受診してくださ
い。 

 
 
 
 
 
 

  

【お知らせ】     
11 月 18 日（水）は〃就学時健診が行われます。今年は例

年とは違い、全学年の児童が給食を食べた後、清掃終了後の

12 時 40 分頃に完全下校になります。 

 尚、当日、在校児童を下校させずに学校で待たせる場合は、

保護者が教室で引き取り、体育館へ移動後、待たせてくださ

い。必ず、事前に担任に連絡帳でお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行事予定は、変更されることもあります。 

 

◎おめでとうございます 
令和 2年度「川口市福祉のデザイン画コンクール」 

佳 作       ２年１組 竹内 悠人  
令和 2年度「郷土を描く児童生徒美術展」  

特  選       ４年１組 尾崎 日葵   
４年４組   
６年３組 小野 彩華 

入  選 
１年１組 高橋 滉人   １年４組 佐藤 粋咲 
２年１組 飯塚 心菜   ２年１組    
３年４組 田村 心楓  ３年４組 橋本 幸歩 
３年３組 秋山 流桜  ４年２組 染谷 日和  
４年４組 高橋 瑠奈  ５年１組 木村 杏菜 
５年 2組 鈴木 恋菜   ５年３組 穗積 芽来 
６年２組 望月日菜子 
 

第２２回「川口市防火ポスターコンクール」 
優秀賞 ３年４組 永江 脩吾   

６年１組 山田 美心
令和２年度「身近な生き物絵画コンクール」 

銅 賞    １年４組 中山 萌衣 
           入 選    ２年１組 杉元 乃愛   

３年３組 大内 煌晟 

＜１１月１日は「彩の国教育の日」＞ 
県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月

１日を「彩の国教育の日」、１１月１日から７日までを「彩
の国教育週間」としています。例年、県や市町村、学校、社
会教育施設、各種団体等で、学校公開や親子向け体験教室な
どの事業を多数実施していますが、今年度は、コロナウイル
スの感染拡大の影響を受け、多くの事業が自粛されていま
す。このような状況だからこそ、身近な人と「自然」「人」「本」
「家族」「地域」の大切さや思い出について語り合ってみま
せんか。ほっこりした話題で、元気で明るい気持ちになる教
育週間にしましょう。 
 学校では、ホームページを通じて、子供たちの様子を家庭
や地域の皆様にお知らせします。今後も学校、家庭、地域が
さらに連携を深め、心豊かな子供たちの育成が図られますよ
う、引き続き、皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。 
※ 詳しくは県ホームページを御覧ください。 

問合せ：川口市教育委員会学務課学事係  

（TEL 048-258-1256） 

     埼玉県教育局生涯学習推進課 

（TEL 048-830-6972）   

＜児童の頑張り・・安行小の「光」（ひかり）＞ 

  
クラブ活動が始まりました。４～6 年生の異学年の児童で

構成されたメンバーで行っています。普段の授業とは違った

発見や、異学年との交流で相手への思いやりや優しさも学べ

ることと思います。 

ご家庭でもお子さんとの会話の話題にしてみてください。 

【お礼】  

10 月から電話での問い合わせ等に関して、18 時と

いう終了時刻を設定させていただきました。おかげ様

で、今のところ大きなトラブルもなく、対応できてお

ります。保護者の皆様のご理解、ご協力に心よりに感

謝いたします。今後もよろしくお願いいたします。 

朝 行事予定
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1 日 ＰＴＡ美化作業　８：４５～

2 月
モジュール

授業

3 火 文化の日

4 水
全校朝会
（放送）

１５:００
頃

5 木
モジュール

授業

５年近代美術館出前授業２～５校時
委員会

6 金
モジュール

授業 ショート避難訓練　フッ化物洗口開始

7 土

8 日

9 月
モジュール

授業

10 火
体育朝会
（開会式）

安小オリンピック2020         【集金日】
【3.4年：1.2校時】【2.5年：3.4校時】
６年近代美術館出前授業２～５校時

11 水 朝の会

特別日課　                  【集金日】
安小オリンピック2020 【なかよし学級：1.2校時】
【1.6年：3.4校時】

１４:２５
頃

12 木
体育朝会
（閉会式）

たてわり遊び（赤）　　安小オリンピック2020 予備日
クラブ

13 金
モジュール

授業

火曜日課　たてわり遊び（白）
ふれあいトーク

14 土 県民の日

15 日

16 月
モジュール

授業

17 火
音楽朝会
（放送） たてわり遊び（青）

18 水
モジュール

授業 就学時健診（３時間授業）　※給食を食べてから下校です。

19 木
体育朝会

（2.4.6年）

たてわり遊び（黄）
４年生以上6時間授業（クラブなし）

20 金
モジュール

授業 ３年書ぞめ出前授業１～４校時

21 土 朝の会
保護者限定学校公開（特別日課４時間）　　※弁当なし
月曜時間割　学校運営協議会

22 日

23 月 勤労感謝の日

24 火 振替休業日

25 水
モジュール

授業
ニコニコあいさつデー
４年星空観測出前授業２～５校時

１５:００
頃

26 木
モジュール

授業 クラブ

27 金
モジュール

授業 ６年オンライン社会科見学（午前）

28 土

29 日 ＰＴＡ美化作業予備日

30 月
モジュール

授業

日 曜
１１月の行事予定 学年別下校時刻

１５：５０頃

１５：００頃 1５:５０頃

１４：４０頃 １５:３０頃

１５：００頃 １６:００頃

１４：４０頃 １５:３０頃

１５：００頃 1５:５０頃

1５:５０頃

１５：１５頃

１５：００頃 １６:００頃

１５：００頃 1５:５０頃

１４：４０頃 １５:３０頃

１５：００頃

１２：４０頃（完全下校）

１５：５０頃

１５：００頃 １６:００頃

１５：００頃 １５:５０頃

１５：００頃 1５:５０頃

１２：２０頃

１４：４０頃 １５:３０頃

１５：００頃 1５:５０頃

2５日 ニコニコあいさつデー

子供たちに 「おはよう」 「おかえり」 の声かけをお願いします。



＜１１月は「いじめ撲滅強調月間」です＞ 

埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。 
いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。本校でも「いじめは絶対に許さない」 
「子どもたちを守る」という強い決意のもと、学校全体で毅然とした態度で指導しています。 
 いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得るものです。そのため、いじめの未然防止はもちろん、早期発
見・早期解決が非常に大切となります。１学期末に配付した「家庭用いじめ発見チェックシート」等を活用し、
お子さんの様子で気になるところがありましたら、すぐに学校までご連絡ください。よろしくお願いいたします。 
                  安行小学校の いじめ対応教員は 植草拓也 教諭です。  
相談窓口等  
○ よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター） （毎日２４時間）  
  ※１８歳以下の子供用（無料）＃７３００     ＜なやみ ぜろぜろ＞ 

又は    ０１２０－８６－３１９２   ＜ハロー さいのくに＞ 
  ※保護者用    ０４８－５５６－０８７４   ＜こころ おはなし＞ 
    Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp    

Ｆ：Ｘ相談  ０１２０－８１－３１９２    ＜ハイ さいのくに＞ 
    ◎Ｅメール、Ｆ：Ｘ相談の受信確認及び返信は平日の９時から 17 時の時間帯に行っています。  

○ いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）  
   小・中・高校生の「いじめ」に関する通報  
   https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html  
   ※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する返信は行いません。  

 ※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信したことがわからないように調査・対応します。  
○ 埼玉県警察少年サポートセンター  
  （月～金／祝休日・年末年始を除く８時３０分～１７時１５分）  
   ０４８－８６１－１１５２「少年用（ヤングテレホンコーナー）」  
   ０４８－８６５－４１５２「保護者等用」   ※面接は要予約 
○ 子どもスマイルネット  
 （毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時）    ０４８－８２２－７００７  
○ 社会福祉法人 埼玉いのちの電話（毎日２４時間）        ０４８－６４５－４３４３  
○ 特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン （毎日１６時～２１時）  

１８歳以下の子供専用（無料）                         ０１２０－９９－７７７７  
○ 埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター）  心の健康や悩みに関する相談  
  （平日／土・日・祝日・年末年始を除く ９時～１７時）  ０４８－７２３－１４４７  
○ 子どもの人権１１０番 （さいたま地方法務局）  
（平日／祝日・年末年始を除く８時３０分～１７時１５分） （無料）０１２０－００７－１１０  

○ 子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール    https://www.jinken.go.jp/kodomo  

        

【オンラインシステムを活用した 漢字の学習法について】 

本校はこの度、「かんじクラウド株式会社」のオンライン漢字学習教材「Dig Study System ミチムラ式漢字学習法」を、
令和 3 年 3 月まで、無償で提供していただけることになりました。 
「ミチムラ式漢字学習法」は、校内だけではなく、各ご家庭でも、パソコンやタブレット PC、スマートフォン等を用

いて、漢字のオンライン学習に取り組むことができます。「唱えて覚える」学習法で、子どもたちが漢字の覚え方や読み
方を楽しく学習するだけではなく、漢字に興味をもち、言葉の世界を広げることができるよう「漢字の成り立ちや語い
集など」も豊富に揃った教材となっています。 
このオンライン教材は、個人のＩＤを用いてログインし、学習を進めます。お子様の ID とパスワード、詳しい使い方

等については、別途資料をお子様に配布しております。また、インターネットの環境が整っていないご家庭向けには、
紙ベース資料も準備させていただきました。なお、本校ホームページにて、使い方の動画をアップロードしております。 
この機会を生かして、ご家族で漢字の学習を楽しんで進められるよう、有効にご活用ください。 
 

ログイン画面の URL は 

https://www.digkanji.com/ 

システムの詳しい使い方は、 

冊子「ご利用の手引き」を 

ご覧ください。    

～学級ごとに使い方を 体験してみました～  

お問い合わせ   埼玉県県民生活部青少年課 TEL048-830-2907 

 

https://www.digkanji.com/

