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３学期のおもな行事等  
 １ 月   ９日（火）第３学期始業式 １０日（水）給食開始 １６日（火）ショート避難訓練 

 １９日（金）１年生活科「昔遊びの会」・ふれあい給食 ２４日（水）青木中夢わーく（～２６日) 

３０日（火）新入児童保護者説明会 

 

 ２ 月   １日（木）学校保健委員会 ２日（金）避難訓練 ６日（火）市教委研究委嘱発表会 

１６日（金）通学班会議・一斉下校 １９日（月）新通学班長会議 ２１日（水）１・２年授業参観・

懇談会 ２２日（木）３年・４年授業参観・懇談会 ２３日（金）特 ５年・６年・なかよし授業参観・

懇談会 ２８日（水）６年生を送る会 お別れ会食（お弁当） 

 

 ３ 月    ６日（火）卒業を祝う会 １９日（月）大掃除・親子清掃 給食終了 

 ２２日（木）卒業証書授与式  ２６日（月）修了式 

校内持久走大会  入賞者（１位から順に記載） 
 

１年男子の部 ８００ｍ   田口翔太郎 鈴木 煌真 三浦 悠安 中澤 陸翔 泉 陸玖 

             丹治 瞬煌 須藤リヨン 小林 琉生 上原 光翔 白山 陽翔 

１年女子の部 ８００ｍ   ｳﾊﾞ ｸﾘｽﾃﾙ 丹治 優音 河野 蒼子 牛腸 志織 津郷 柚那 

             山本 咲優 大枝 愛奈 高橋 未夢 高橋 李果 五十嵐心結 

 
２年男子の部 ８００ｍ   ｳﾊﾞｳｨﾝﾌﾘｰ  ｳﾊﾞｳｨﾝｹﾞｰﾄ 小林 新太 増渕 好人 佐藤 泰聖 
             荒川 遼大 望月  昊  熊谷 泰貴 宮本 壮琉 田中 大斗 
２年女子の部 ８００ｍ   丹治 心絆 内野 夏帆 竹山 明衣 鈴木 瑠渚 今泉 結愛 
             山本 音寧 大畑 菜桜 坂内 莉奈 佐藤 美空 陳 涵芯 
 
３年男子の部 １０００ｍ 櫻井 悠翔 山﨑 大地 丹沢 大成 飯田 悠斗 近藤 汰樹 
             岩田 樹空 沖ノ井友也 岡山 大輝 結城 斗耶 米村 広翔 
３年女子の部 １０００ｍ 佐々木祐衣 北原 杏華 山本 柚優 本多 沙羅 大塚 奈央 
             金城 世羅 岩澤 萌葉 佐藤ゆいか 麻野  凛  上原 心南 

 

４年男子の部 １０００ｍ 船橋 咲哉 中村 心亮 吉田 悠隼 津郷 那智 板倉 康平 

             北原 和貴 松本 悠希 田島 輝大 三浦 裕斗 寺岡 健翔 
４年女子の部 １０００ｍ 丹治 嘉歩 辛 韓雅  小倉 偲歩 田中 美羽 安田 莉子 

             笹川 奈愛 中島 奈緒 伊藤 静那 石黒 夏帆 會田 璃奈 

 

５年男子の部 １５００ｍ 近藤 颯太 丹治 竜勲 花岡 修弥 石橋 汰希 新井 結斗 

              鈴木 啓太 瀬谷 大智 福田 悠人 神山  尊  牛腸 琳太 
５年女子の部 １５００ｍ 一塲 結月 山﨑ひなた 内野 菜那 石﨑 由菜 牧  七寧 
             新井 美月 丸山 晴歌 宮川 琴梨 柏木 寧々 岩澤 柚乃 

 

６年男子の部 １５００ｍ 石井 煌樹 山本 滉貴 長谷川 瞬 瀬山 航生 石黒 陽斗 

             廣沢 碧馬 稲﨑 陸斗 ﾍﾞﾙｶﾞﾗﾚｲﾊﾞｰ 佐藤  禅  工藤 僚真 
６年女子の部 １５００ｍ 飯田茉里乃 白石 秋穂 佐藤ほのか 吉岡 結衣 田村向日葵 
             會田 香凛 菅野 あい 加賀陽葉里 眞野 沙来 戚  馥蘭 
 

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１２月２２日 

か が や く ひ と み 

第７０回少年少女ふれあいなわとび大会  

種目  長縄１０人並びとび 第２位  ゴーゴーレッツゴー青北１年  
     伊藤 音澄  齋藤エルファン理久  吉永 隼都  白山 陽翔 丹治 瞬煌 

     横澤 勇佑   菅沼 穂希   山中 利乃芭   高  廣新   津郷 柚那   

２学期終業式にあたり 

川田 博史 

 今月２２日は二十四節気（にじゅうしせっき）の「冬至（とうじ）」にあたります。この

日を境にして太陽の高さが日毎に高くなり、昼間の時間もわずかずつ長くなっていきます。

冬至の日には柚子湯に入り、南瓜を食べると、風邪をひかないとされていますが、北極圏の

国々では「太陽の新たなる誕生日」としてお祝いをする風習が残っているそうです。 

本日の終業式では、次の３点について話をしました。内容は以下の通りです。 

１つ目です。 

 「交通事故」に気をつけて下さい。交通ルールを守って生活をしましょう。 

 特に自転車に乗る時はスピードの出し過ぎに注意してください。飛び出しは 

絶対にいけません。 

２つ目です。 

 「早寝・早起き・朝ご飯・そして朝ウンチ」生活のリズムを整え、規則正しい 

生活を送りましょう。 

３つ目です。 

 「家のお手伝い」をしましょう。これからの大掃除はお手伝いできますか？ 

 お正月の準備はどうでしょうか？ 自分が責任を持ってできる仕事に取り組 

んで欲しいと思います。 

交通ルールを守り、規則正しい生活を心がけるように保護者の皆様・地域の皆様におかれ

ましても子供達の安全という視点で交通事故が起こらないように見守っていただきますよ

う、ご協力をお願いいたします。 

 さて、以前メンタルヘルスカウンセラーの先生から「子どもの心を育むために（ダラ奥の

ススメ）」というテーマでお話をいただいたことがあります。参考になればと思い、抜粋で

すが以下に示します。 

『向き合うこと』の大切さ…多忙な毎日で自分を見つめ直す機会が減っている。→自分と

向き合うことも、子どもと向き合うこともパワーが必要である。 

→そのパワーの原動力は自尊心（不完全でもいい！完璧じゃなくてもいい） 

それは、共感・同感である。 

『ゆとり』をもつ…子どもを見る目は１つではダメ。子育ての辛さを喜びに。子育ての大

変さを跳ね返す力・しのぐ力を親自身が自信を持っていきいきと生きる。「どのように育

てたか ＜ どのくらい向き合えたか」を大切にしたい。以上です。 

確かに子育ての辛さや大変さは多くの親が経験する道のりです。でも、ほんの少し視点を変

えることで次へのステップに変わるのではないでしょうか。（漢字の見方もこのようになり

ます。「辛さ」の一歩先には（横画の一を加筆）「幸せ」があります。「大変」は「大きく変

わるチャンス」です。） 

  最後になりましたが、１年の中で最も長い２学期はたくさんの行事があり、これらの行事

を通し子供達の成長して行く姿を実感としてとらえることができ、大変うれしく思います。

本校の教育活動にお寄せ下さいました温かいご理解とご支援に対し関係の皆様に心から感

謝申し上げます。 

 



 

 
１２月１３日（水） 音楽朝会 

 「よろこびのうた」を全員で歌い、その後全員合奏をし

ました。校長先生は、ギターを奏でていました。 

 

 
１２月９日１０日 川口市こども造形展 

「リリア」で開催された、市内８０の小・中学校、幼稚園
の作品展です。躍動感のある力作が並びました。 

 

 
１２月２１日（月）  第２回親子清掃  

保護者や学校応援団の方々、地元の電気工事工業組合の
皆様にご参加いただきました。ありがとうございました。 

 
１２月７日（木）８日（金） 青中生あいさつ運動  

 青木中学校のみなさんが、寒い中ではありましたが、元

気に青北っ子たちとあいさつを交わしました。 

 

 

 

 
１２月１３日～１７日 特別支援学級合同作品展 

「川口市立アートギャラリー･アトリア」で開催された
市内２７の小・中学校の特別支援学級作品展です。 

 

 
１２月４日（月）わくわくランド  

 ２年生が手作りの遊びやゲームを考え、１年生を招待し

て、たくさん遊びました。 



 


