
 

 

 

 
http://www.sch.kawaguchi.saitama.jp/aokikita-e/index.html 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川口市立青木北小学校 

川口市西青木１－１－１ 
TEL（０４８） ２５１－４１７２ 
FAX（０４８） ２５１－４２１０ 
平成２９年 １０月 ２日 

か が や く ひ と み 

開校７０周年 
川 田 博 史 

めっきりと涼しさが増し、過ごしやすい季節になりました。８日の日曜日には

暦の上では草花に冷たい露が宿ると言われる「寒露」をむかえます。この冷たい

露が宿る頃、朝晩だけでなく昼間でも肌がひんやりとし、秋本番を迎えます。寒

露の頃は空気が澄み、すがすがしい青空が広がります。この時期に秋の大運動会

が多く行われるのもこのためです。 

 先月、９月２７日（水）から２９日（金）には５年生が２泊３日の大貫海浜学

園の生活を体験してきました。「全員で協力し 笑顔あふれて成長できる大貫に

しよう」とスローガンを掲げ、学年の目標や係のめあて・自分のめあてを達成す

るために努力していました。自分の身の回りのことや係りの仕事に責任をもって

取り組めた子、大貫の生活のルールを守り、友達と協力して行動することができ

た子、寝食を共にすることで友達のよいところを発見し、さらに友情が深まった

子、それぞれの子が頑張った２泊３日でした。このような機会に子供達の頑張り

をしっかりと評価していきたいと思います。認められた子どもは、必ず、次も次

もと突き進む力を秘めています。「可愛くば 五つ教えて 三つほめ 二つ叱って よ

き人となせ」の精神です。 

 先の大貫海浜学園でも、自分の力を精一杯出し切ること、全員で協力して事を

成し遂げることがねらいです。一抹の不安があるけれど精一杯頑張ってみる、一

生懸命取り組んでこそ、充実感や達成感が味わえるものです。そういう意味から

考えると、３日間の体験生活もさることながら、子供達のそれまでに取り組んだ

過程が重要な意味を持ってきます。自分のベストを尽くすことが習慣化できたら、

これからのいろいろな場面での成長が期待でき、楽しみなことといえます。 

 今月は学校公開・音楽会、社会科見学、１１月には６年生の修学旅行が予定さ

れています。多くの行事を通して、子供達の成長の足跡を実感し、周りとの関わ

り方の変化を見守っていきたいと思います。 

今年度、本校は開校７０周年の記念の年、２１日（土）には開校７０周年記念

式典が挙行されます。これまでの青木北小の歴史を振り返るとともに、子供達の

未来の健やかな成長を願って、動き出しています。昨年の１０月号には 

「動きだそう 動けば子供が好きになり その学校が好きになる 

そして すきな学校に もう一つ てを加えて すてきな学校にしよう」 

と書かせていただきました。今後ともご支援をいただきながら素敵な学校を目指

して取り組んでいきたいと考えます。 

実り多き秋。目を輝かせている子供達の応援をよろしくお願いします。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月の行事予定 
略記   特；特別日課 な；なかよし学級 

１ 日  

２ 月  

３ 火 校内研修授業研究会 

４  水 朝礼 

５ 木 委員会活動 

６ 金 読み聞かせ３・４年 

７ 土  

８ 日 青木地区体育祭（青木中） 

９ 月 体育の日 

１０ 火  

１１ 水 音楽会（第１日） 

１２ 木 なかよし修学旅行① クラブ 

１３ 金 開校記念日 なかよし修学旅行②  

１４ 土 学校公開日 校内音楽会（第２日 お弁当） 

１５ 日 青木地区ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 

１６ 月 振替休業日 

１７ 火 代表委員会 

１８ 水 校内研修授業研究会 代表委員会 

１９ 木 ５年青木地区陸上大会  

２０ 金  

２１ 土 ７０周年記念式典 

２２ 日  

２３ 月 振替休業日 

２４ 火 ショート避難訓練 清掃強化週間（～27日） 

２５ 水 たてわり班活動【A】 

２６ 木 ２年校外学習（東武動物公園）クラブ 

２７ 金 青北道徳の日 

２８ 土  

２９ 日  

３０ 月 たてわり班活動【B】    じゃんくる 

３１ 火 
就学時健康診断 １３：００下校 

５年青木地区陸上大会予備日 

  

 １１月のおもな行事等 
１日（水）避難訓練(３年･煙中体験) 
７日（火）８日（水）個人面談 
９日（木）～１０日（金）６年修学旅行 

１０日（金）４年プラネタリウム 
１１日（土）ふれあいなわとび大会 
１４日（火）県民の日 
１５日（水）～１７日（金）個人面談 
１６日（木）北っ子祭・ランチ お弁当の日 
２７日（月）持久走大会 給食あり 
         校内研修授業研究会 
２８日（火）４年社会科見学（利根大堰他） 
※じゃんくるの日程変更 
 10／23 → 11／13  2／5 → 1／15 

１０月１４日（土）第２回学校公開  

校内音楽会第２日目  

２部入替制で実施いたします。 

１部 10:50～11:35（３年１年５年） 

２部 13:50～14:35（２年なかよし学級４年６年） 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

教育相談のご案内  

お子さんの生活面や学習面でちょっと気になること
はございませんか。本校では、５月に加えて１１月に
も学級担任との「個人面談」を設け、教育相談を行っ
ています。 

○学校に行きたがらない ○いじめられているようだ 

○発達に遅れがある    ○精神的な面で不安がある 

○友だちと遊べない   ○落ち着きがない 

○情緒が不安定だ    ○学習に遅れがある 

○話をしたがらない など 

このようなとき、まずは、早めに学級担任へ相談を
申し込んでください。担任からお声がけする場合もあ
ります。 

次に、教育相談機関を紹介します。いずれも気軽に
電話で申し込み、無料で相談できますので、ぜひご利
用ください。 

 

１０月２１日（土）青木北小学校  

創立７０周年記念式典  

川口市立青木北小学校７０周年という節目を児童、
保護者、地域、教職員で共に祝い、これまでの歩みに
感謝するとともに、今後もよりよい伝統を築きながら
さらに発展していくことを願う式典です。 

全校児童登校    ８：１０ 

７０周年記念朝会 ８：３０～ 

１～４年生下校   ９：１０ 

７０周年記念式典１０：００～ 

６年生下校 11：50頃 ５年生下校 12：20頃 

全国学力学習状況調査・埼玉県学力学

習状況調査結果から 

４月に、６年生が行った全国学力学習状況調査、
４～６年生が行った県学力学習状況調査の結果がで
ました。全国は「主として知識」の A問題「主とし
て応用」の B問題で、どちらも平均をやや下回る状
況でした。県でも２教科とも平均を下回るよい結果
ではありませんでしたが、国語では昨年度よりもや
や学力の伸びがありました。本校で取り組んでいる
研修の成果が少しずつ表れてきている結果だと思い
ます。 

引き続き、基礎基本を着実に身につける指導をし
ていきますので家庭学習等でのご協力をお願いいた
します。 

９月号の訂正  

川口市小学校水泳記録大会 Eブロック出場者 

男子ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 新井結斗 → 大室圭吾 

大変失礼いたしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
９月１５日（金） 教育実習生 

 ９月４日～１５日までの２週間、教育実習生の実

習がありました。子供達とたくさん遊びました。 

 

 
 ９月１９日（火）芸術鑑賞教室 

今回の芸術鑑賞教室では、落語、寄席囃子入門、

落語体験がありました。お腹を抱えて笑いました。 

 

 

 
９月２６日（火） 児童集会  

 園芸委員会からは学校の植物クイズ、運営委員会

からは生活目標達成についての発表がありました。 

 
９月１５日(金)読み聞かせ 3･4年生 

毎週金曜日に図書ボランティアさんによる読み

聞かせがあります。皆、お話の世界に入り込みます。 

 

川口市児童・生徒、教職員発明創意工夫展出品作品  
【 作品の部 】 

２年 沼口 叡斗 「自作ピアノ」 
４年 冨長 皇斗 「べんりなメガネ置き」 
４年 鶴田 奈央 「ビー玉コースター」 
６年 稲葉  渉 「セロハンしつ度計」 
６年 瀬山 航生 「ぼうしハンガー」 

【 発表の部 】 
１年 横澤 勇祐 「ジュースとあめのさとうのりょうのちょうさ」 

夜間中学開設に関する需要調査  

現在、川口市では県内初の夜間中学の開設に向けて準備が進められています。このことについて、川口市教育
委員会より市民の方々の夜間中学に対するニーズを把握するための需要調査について依頼がありました。 

夜間中学の開設に関心のある方がいらっしゃいましたら、アンケート用紙を配付しますので、ご連絡ください。 


