
 

                       

２学期を終えるにあたり 

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となり、子どもたちは、毎日の学習や多くの行事を通して大きく成長しま

した。１年生は、どこにどんな教室があるのかが分かり、すっかり学校生活に慣れ、毎日楽しく学

校生活を送ることができました。2 年生は、お兄さんお姉さんとしての自覚が表れ、元気にあいさ

つや返事ができるようになりました。３年生は、いつも元気いっぱいやる気いっぱいで、学校を明

るくしてくれました。4 年生は顔つきが凛々しくなって仲間と力を合わせて勉強したり生活したり

することができるようになりました。５年生は、行事を通してクラスの団結を深め、委員会や児童

会でも高学年としての役割を意識してがんばってくれました。６年生は、学校のリーダーとして最

高学年にふさわしい態度で、運動会や音楽会に臨み、下級生にとって憧れの存在となりました。中

学生になる自覚も芽生え始めているようです。 

また、通知表を見てみると、一人一人に活躍と成長の姿がありました。勉強でがんばった子、運

動でがんばった子、友だちを大切にして生活した子、自分の目標に向かって努力した子など、どの

児童も 2学期が充実したものとなっていました。このような２学期のがんばりと成果について、ご

家庭でもたくさん話題にしていただき、３学期「新しい年」に向かう意欲につなげていただければ

と思います。 

明日から冬休みが始まります。年末年始には古くから伝わる行事などもたくさんあり、日本の伝

統文化に触れるよい機会です。子どもたちには、家族の一員としてお手伝いをしたり、一家団欒を

楽しんだりする中で、そのよさにも気付かせていただきたいと思います。 

３学期、目をキラキラさせた元気な子どもたちに会えることを楽しみにしています。 

結びに、この２学期、様々なところで安行小学校を支えてくださいました保護者・ 

地域の皆様、おやじの会や読み聞かせをはじめとするボランティアの皆様に心から 

感謝申し上げ、新しい年が皆様にとってますます輝かしい年となりますことを心か 

らお祈り申し上げます。  
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どんな形にしようかな？ 個性豊かな作品 

 

 

 

 
６年陶芸教室。伸ばして、丸めて、切って、穴を開け

て、くっつけて・・・。使う目的を考えて、発想を広げ
て制作しました。 

工業生産への理解を深める 
 
 
 
 
 
 11/29(水)５年生校外学習。ヤクルト工場見学及び
紙すき体験（和紙の里）。大量生産と伝統工芸の相違
点、工夫や課題など五感を使って感じてきました。 
 ３学期の版画制作では、自分がすいた和紙を使って
刷るので、楽しみですね。 

「小さな親切運動」埼玉県本部 第 52 回埼玉の集い 
 
 
 
 
 
 昨年度末に「小さな親切」運動の指定書を受理して
から１年間、様々な場面で活動を進めて参りました。
12/2(土)に学校を代表して児童会役員が活動報告を行
いました。 

これからも“小さな親切”を続け、優しさと思いや
りいっぱいの安行小にしていきます。 

＜やったね！おめでとう＞        敬称略 
★「小さな親切」運動第 52 回埼玉の集い作文（優秀賞） 
 ６年 山崎 葵  
★ゆうちょアイデア貯金箱コンクール（すてきなデザイン・アイデア賞） 
 ４年 白田 莉乃 
★彩の国みどりの絵画コンクール（入選） 
 １年 石川 光太 
★埼玉県読書感想文コンクール（入選） 

１年 下島 あかり 
★川口市読書感想文コンクール（入選） 
 １年 竹重 将太・山田 心音 
 ６年 天野 夢妃・島田 咲良 
★川口こども造形展 
（特選） 
５年  神 智華・森野 さくら 
(入選) 

 １年 飯田 裕惺・石川 朋樹・石原 由香子・山田 心音 
 ２年 瀬川 芽生・遠藤 未来・川路 莉奈・横尾 凪稀 

３年 山崎 芽衣・山内 結衣・遠藤 万央・渡會 蓮太朗 
４年 山口 聖翔・惠田 彩花・平 琉正・田中 唯奈 

 ５年 村上 季穏・重田 真央 
 ６年 江戸 颯冴・渡邉 誠貴・野呂 優斗・会田 光輝 

な か よ し ２年 二瓶 穹  ３年石橋 結斗・岩田 悠 
★郷土を描く児童生徒美術展（入選） 
 １年 石井 夢乃・佐藤 鈴・遠藤 有紗 
 ２年 山田 陽太・竹内 虎詩・金子 結衣 
 ３年 宮田 梨央奈・伊藤 瑠花・高橋 花緒 
 ４年 石井 美希・伊藤 駿祐・佐久間 心愛 
 ５年 鈴木 智佳・綱木 凜 
 ６年 小林 愛花・宇佐美 瑛堂・寺田 圭那 
★身体障害者福祉のための児童生徒美術展 
（特選） 
 ２年 近藤 大城・井島 悠人 
 ３年 山本 樹・マリックモハメドハムザ海 
（入選） 
 １年 飯田 裕惺・長島 航・金子 さと 
 ２年 石田 空・勝山 広輝・中島 蒼大・星野 倫・森田 美優 

岩野 友希・北林 夢空・中山 美優・齋藤 正悟・渡辺 琥 
 ３年 草分 美寿々・岩井 駿太・幸平 拓海 

阿久津 祈凌・六本木 靖波・佐々木 玲奈 
 ４年 石井 海斗・大澤 胡桃・荒木 悠斗 
 ５年 浅野 利音・東 優頼・成澤 心音・斎藤 華音 
 ６年 新保 佳敬・長内 来璃・藤本 美菜・山崎 葵 
    梅原 みのり・渡邊 美優 

な か よ し ２年 東 伸太郎 

歯・口の健康づくりについて考えよう 
 
 
 
 
 

慈林小、安行中、安行小の３校が合同で、12/1(金)
に地域学校保健委員会を実施しました。各校の歯科健
診結果報告やアンケート結果発表、グループディスカ
ッション、学校歯科医による講話など充実した話し合
いとなりました。 

体力向上 嬉し涙・悔し涙が輝いていた 
 今年度は例年より練習期間を少し長くし、25 分休み
の練習方法も２部制に変更しました。登校後にすぐに
校庭に出て自主練習を始めたり、放課後や週末を利用
して近所周辺を走ったり、一人ひとりが目的意識を持
って取り組めたようです。さあ、用意はいいか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 子供たちの走りに温かいご声援をいただきましてあ
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配慮していただ
きまして感謝申し上げます。 

 「H29 年度学校評価」のご提出ありがとうございました。 
年明けに学校だより臨時号として、集計結果を配布させていただ

きます。 

＜本年度も皆様のご理解・ご協力に感謝いたします＞ 
 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。 
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9 火 始業式　特別日課３時間

10 水 基礎基本
給食開始　競書会（６年・４年）
発育測定（３・５年）

１５：００頃

11 木 体育朝会
競書会（５年・３年）　委員会活動
発育測定（４・６年）

12 金 朝読書 発育測定（１・２年）
13 土 　
14 日 　
15 月 朝読書 発育測定（なかよし） １５：００頃

日 曜 １月当初の行事予定 学年別下校時刻

１１：３０頃

１５：４５頃

１５：００頃 １５：４５頃

１５：００頃 １５：４５頃


