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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 

春爛漫 桜に想う 

校長  高 村 美 恵 

 お子様のご入学・ご進級おめでとうございます。 

入学式では、瞳をキラキラ輝かせ、希望に胸を膨らませた１４１名の新 1 年生を迎えま

した。また、２年生から６年生までの子供たちも、進級した喜びを胸に心新たに始業式に

臨み、いよいよ平成２９年度が始まりました。今年度の安行小学校は、全校児童数８６７

名、職員数５３名の大所帯となりました。 

 

さて、４月はなんと言っても桜です。春の息吹に包まれて目にするもの何もかもが輝い

て見えるこの時期、一斉に花開く桜の美しさは格別です。私は、新年度を迎える度に、学

校に集う子供たちと桜の木が重なり、思いが広がります。桜色の小さな花を一人の子供だ

とすると、一人一人の花々が集まって、学校という一本の桜の木になります。子供たち一

人一人の個性の輝きは、きっと学校を美しく輝かせることでしょう。 

そして、桜の木には、美しい花を支える枝、枝を支える幹、幹を支える根があります。

たくさんの枝や幹・根は、まさに学校という一本の桜の木を支える家庭・地域の皆様の大

きな力だと考えます。 

本校は、新たな職員組織で本年度も、地域とのつながり 

絆を一層大切にし、全職員が力を合わせて取り組みます。 

家庭・地域の皆様には、本年度も本校の教育に、ご理解と 

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

【学校教育目標】 

○まじめな子 ・自ら進んで学び、学力を身につける 

       ・何事にも一生懸命に取り組む 

○明るい子  ・笑顔で、協力し合って行動する 

       ・相手の気持ちや立場に立って考える 

○がんばる子 ・元気いっぱい、命を大切にできる 

       ・粘り強くやり抜くことができる 

 
本年度も、「ことば」「こころ」「いのち」を教育活動 

の基盤に据え、家庭・地域とのつながりを大切にした教育 
を進めてまいります。昨年同様、ご理解ご支援賜りますよ 
うお願い申し上げます。 

 

正面玄関右のしだれ桜です 

 お知らせ 

昨年度、４年生を担任して

おりました高橋円教諭が、ご

結婚され、新しく込田円とな

りました。今後ともよろしく

お願い申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～お世話になりました～ 
【転出された先生方】 

岩井 正明  主幹教諭（元郷南小教頭へ） 
金子 由衣  教諭（新郷東小へ） 
髙木 大介  教諭（安行東小へ） 
春日 美恵子 教諭（本町小へ） 
込田 祥   教諭（戸田市立戸田第一小へ） 
早田 真美子 教諭（佐賀県有田町立大山小へ） 
森  信子  教諭（慈林小へ） 
高野 すみ  教諭（東領家小へ） 
向井 剛生  教諭（川口市教委へ） 
奈良岡 慎平 教諭（戸塚東小へ） 
宮澤 幸恵  教諭（芝南小へ） 
清水 一世  教諭（青木中央小へ） 
音田 裕司  教諭（上海日本人学校へ） 
川口 ここ  教諭（東京都江東区立八名川小へ） 
小堀 恵子  栄養技師（慈林小へ） 
丸山 美雪  調理員（差間小へ） 
小池 久美子 支援員（芝南小へ） 
佐川 めぐみ 補助員（市役所相談員へ） 
須永 次子  教諭（ご退職） 
布施 典子  教諭（ご退職） 
石田 亮子  教諭（ご退職） 
坂田 善行  教諭（ご退職） 
川津 美利  初任者指導（ご退職） 
吉本 智香  栄養技師（ご退職） 

～よろしくお願いします～ 
【転入された先生方】 

福田 由香  主幹教諭（校内人事により） 
岩崎 若奈  教諭（朝日東小より） 
加藤 大博  教諭（草加市立氷川小より） 
木原 満子  教諭（中居小より） 
櫻井 昌子  教諭（前川小より） 
佐藤 裕   教諭（幸並中より） 
志田 敏彦  教諭（桜町小より） 
将田 優希  教諭（草加市立清門小より） 
鈴木 聖子  教諭（辻小より） 
高田 達雄  教諭（新座市立東北小より） 
長谷川 駿  教諭（前川東小より） 
中楯 文子  教諭（元郷南小より） 
村野 直輝  教諭（戸塚東小より） 
青栁 佑佳子 教諭（新採用） 
朝倉 誠人  教諭（新採用） 
諏訪 栞   教諭（新採用） 
田中 涼   教諭（新卒） 
堀江 祐来  教諭（新卒） 
井上 友美  教諭（育休期間終了により復帰） 
伊達 果奈  養護教諭（芝樋ノ爪小より） 
金子 真理  栄養主査（戸塚南小より） 
津田 順子  調理員（里小より） 
荒牧 卓見  初任者指導 
佐藤 律子  特別支援教育支援員 
角田 久美子 特別支援学級補助員 

＜大切に使います お母さん匠の技に感謝＞ 
              昨年度末、美化部の方々に給

食着の修繕、カーテン洗濯をして
いただきました。黙々と手縫い及
びミシンで修繕するお母さん達
に感謝の気持ちでいっぱいです。
お陰様で、新年度から気持ちのよ
いスタートがきれそうです。あり
がとうございました。 

＜新６年生準備登校 荷物を運んだり、掃除をしたり・・・＞ 
 
 
 
 
 
４月５日（水）に新６年生が新学期や入学式の準備をしてくれま

した。教室や廊下等の清掃、教科書の袋詰め、飾り付けなど積極的
に活動する姿に最上級生として頼もしく感じました。 
今年度、学校行事や児童会活動の中心となって活躍してくれることでしょう！ 

朝 行事予定
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10 月 学年学級
始業式
入学式（１１：００～）

１２：３０頃 １２：１０頃

11 火 読書タイム
特別日課４時間
発育測定（５，６年,なかよし）

１１：３０頃

12 水 児童集会

給食開始　１年生を迎える会
発育測定（３，４年）
ＰＴＡ旧常任理事会

１１：３０頃

13 木 学年学級

埼玉県学力学習状況調査（４５６年）
川口市小学校低学年基礎学力定着
度調査（２３年）
委員会

１１：３０頃

14 金 読書タイム
１年給食開始
発育測定（２年）

１：１０頃 ３：００頃

15 土 　
16 日 　

17 月 読書タイム
発育測定（１年）
授業参観・懇談会（高学年）

18 火 学年学級
全国学力学習状況調査（６年）
授業参観・懇談会（中学年）

19 水 基礎基本
脊柱側わん検査（４年）
授業参観・懇談会（低学年・なかよし）

20 木 音楽朝会 クラブ
21 金 読書タイム離任式 １：３０頃

22 土 　
23 日 　
24 月 読書タイム避難訓練

25 火 学年学級
特別日課５時間
６年歴史教室

26 水 学年学級

特別日課５時間
内科検診（１年,なかよし）
通学班会議・一斉下校　表札訪問

27 木 体育朝会
視力検査（４年）
委員会

28 金 読書タイム
特別日課５時間　表札訪問
視力検査（６年）　ＰＴＡ専門部会

29 土 昭和の日
30 日 　

３：００頃

４：００頃
３：２０頃

２：２０頃
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３：００頃 ４：００頃
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３：００頃 ３：５０頃

３：００頃 ３：５０頃

日 曜 ４月行事予定 学年別下校時刻

３：５０頃

９：５０頃

１２：２０頃

３：５０頃

３：００頃 ４：００頃

 平成 29 年度の学級編制は第１学年～第６学年が各４学級、な

かよし学級が３学級の計 27学級となります。尚、管理棟３階の音

楽準備室が６年４組となります。授業参観・学校公開の際にはご

注意ください。 



 

 

 

 

 

 

 


