
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

No.４５４号 校訓：真・善・美 学校教育目標 すすんで学ぶ子 思いやりのある子 たくましい子 

川口市立安行東小学校                                                            

令和３年 ９月１日 

 
〒    334-0052 川口市安行出羽 4-1-1  
E-mail  310.42000@city.kawaguchi.saitama.jp 
HP https://angyouh-e-school.information.jp/ 

○家  HP の QR
コードは、
こちら→ 

「届け 心！つなげよう 感謝！」 

                               川口市立安行東小学校 

校長  伊藤 政久 
卓球混合ダブルスで水谷隼選手、伊藤美誠選手が金メダルを取りました。おめでとうござ

います。第７ゲームまでの接戦で、最後、８対０でリードしていてもまだ不安な気持ちで応
援していた方も多かったのではないでしょうか。正式種目になって３３年間金メダルを獲れ
なかったそれほどの強敵だったからです。優勝会見で「コロナ禍の中、スタッフの皆様、関
係者の皆様の応援、声援のおかげです」と話がありました。本人たちのたゆまぬ努力はもち
ろんですが競技を支える裏方さん達への感謝の気持ちが言葉として形として表現できたのは
一流のアスリートの証明だと思いました。 
本校の児童会の子ども達もコロナ禍での社会生活を支える医療従事者の皆さんをはじめ、

頑張っている方たちへの何か感謝の気持ちを届けることはできないかと考えていた時、「学校
応援コーディネーターの平田さん、濱田さん」達が活動している『届け心！つなげよう感謝！
こだまプロジェクト２０２１』と出会いました。 

【このような状況だからこそ、お互いを思いあう心を深くしたい。負だけでなく思い合う
ことによるプラスの意識と元気を贈りたい。学校応援団としても心は密に感謝は「こだま」
のように川口市の頑張る方々にエールと感謝を伝え響かせたい、届けたい】との趣旨に賛同
し児童達が呼びかけ全校児童が感謝カードにそれぞれの感謝の言葉を書きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７枚の模造紙に児童の書いた感謝のカードを貼って届けてもらいました。〇徳竹医院、鹿島
診療所、目時医院、益子病院、安東病院、須田医院です。児童達はこの輪を広げたいとも考
えています。児童だけでなく、保護者、地域の皆さんと一緒にはできないかと話し合いをし
ています。平田さん濱田さんお二人の初めは小さな小さな波紋も今、私たちの安行地域にも

広がりさらに川口市がもっと優しい思いやりの感謝の言葉で包まれた街にできたらと思いま
した。昨年の学校だよりに載せた一文です。丁度１年たった今改めて載せました。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
人は出会った言葉で生きている。勇気づけられた言葉、寄り添う言葉、一人ぼっちの言葉。 

人は言葉に出会い、力をもらい 前を向くことができる。一人じゃないと感じることができる。 

言葉は人の心の中で息づいている。静かにずっと言葉と生きていく。 

学校だより題字： 

安東病院様からお礼をいた

だきました 

本校児童会役員 

mailto:310.42000@city.kawaguchi.saitama.jp


 

学校行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

9/1 水
始業式　３時間授業（一斉下校中止）

「学校⇔家庭」接続テスト

9/2 木
２学期給食開始　発育測定（４～６年）

＊午後オンライン授業

9/3 金
発育測定（にじいろ・１～３年）

＊午後オンライン授業

9/4 土

9/5 日

9/6 月 ＊午後オンライン授業

9/7 火 ＊午後オンライン授業

9/8 水 ＊午後オンライン授業

9/9 木 ＊午後オンライン授業

9/10 金
あおぞら号　＊午後オンライン授業
スクールカウンセラー来校日

9/11 土

9/12 日

9/13 月 Ｂ日課

9/14 火 色覚検査（希望者）

9/15 水 Ｂ日課　色覚検査（希望者） 14:25

9/16 木 （ときめきひろば中止)

9/17 金 第４・５・６学年６時間授業

9/18 土

9/19 日

9/20 月

9/21 火

9/22 水 Ｂ日課 14:25

9/23 木

9/24 金
全学年Ａ日課５時間授業

あおぞら号　職員特別支援学級新設校研修会

9/25 土

9/26 日

9/27 月 全学年Ａ日課５時間授業　第４学年授業研究会

9/28 火

9/29 水 Ｂ日課 14:25

9/30 木 （ときめきひろば中止)

10/1 金 委員会活動

10/2 土

10/3 日

10/4 月
　B日課　脊柱側弯検診（５年）

運動会練習開始

10/5 火

10/6 水 B日課 14:25

10/7 木 全学年Ａ日課５時間授業　第２学年授業研究会

10/8 金
クラブ　あおぞら号

スクールカウンセラー来校日

令和３年度　９・１０月当初学校行事予定・下校時刻

11:45

9月２日（木）～９月１０日（金）まで午前中：通常授業、午後：下校後のオンライン授業となります。
詳しくは裏面をご確認ください

※にじいろ学級は、通常学級と違う時間割となります。にじいろ学級の通信をご確認ください

１３：２０　　（学校に残る児童は15:00）

１３：２０　　（学校に残る児童は15:00）

１３：２０　　（学校に残る児童は15:00）

１３：２０　　（学校に残る児童は15:00）

15:15

１３：２０　　（学校に残る児童は15:00）

１３：２０　　（学校に残る児童は15:00）

１３：２０　　（学校に残る児童は15:00）

14:25 15:15

14:45 15:35

14:45

14:45 15:35

14:45 15:35

敬老の日

14:45 15:35

15:15

秋分の日

14:45

14:45 15:35

15:15

14:45 15:35

14:45 15:50

14:45

14:45 15:50

14:25 15:15

14:45 15:35

15:15



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２日（木）～９月１０日（金）の対応について 
 

【午前：第１～４校時】 

  〇原則、対面での通常授業を実施します。 

 〇新型コロナウイルス感染症の感染の不安がある場合、登校を自粛していただくことが可能です。その

場合、今までと同様、「出席停止」扱いとなります。 

  〇感染を心配されるご家庭に対応し、各学級で可能な限りオンラインにて授業を配信します。（実技教

科等、授業内容によっては配信できない場合がございます） 

〇午前中の配信は、基本、各学級のチームとなります。 自学級のチームにお入りください。 

 ※第５学年のみ、学年チームと学級チームの両方を使用します。学年の連絡をご確認ください。 

【午後：給食後】 

  〇原則、お子様はご家庭へ帰宅し、ご家庭でGIGA端末を使用して、第５校時の授業をオンラインにて

受けていただきます。 

  ①給食終了後、１３時２０分頃下校致します。お子様の帰宅時間を考慮し、第５校時を通常より１５分

遅い１４時００分から１４時４５分までとし、オンラインにて授業を実施します。２日から１０日ま

では第６校時を実施いたしません。 

②学童児童及びその時間にどうしても帰宅できないお子様（ご家庭の仕事の都合やネット環境が整って

いない）は、自学級に残り、学校にてGIGA端末を使用しオンラインにて５時間目の授業を受けてい

ただきます。学校に残ったお子様の下校時刻は、１５時００分頃となります。（学童保育室利用のお

子様は学童へ行きます） 

③午後のオンライン配信は、学年のチームとなります。自学年のチームにお入りください。 

【特別支援学級（にじいろ学級）について】 

〇特別支援学級につきましては、ご家庭でのＧＩＧＡスクール端末の活用が難しいことを考慮し、午後も授

業を実施致します。第５校時は、通常学級同様１４時００分から１４時４５分。下校時刻は１５時００分

頃となります。 

【家庭へのお願い】 

（１）２日（木）より、原則、給食後は下校となります。学校に残るケースは、学童保育室に行く場合及び

その時間に帰宅できない事情（ご家庭の仕事の都合やネット環境が整っていないなど）がある場合の

みです。また、その旨を必ず各学級担任までご連絡ください。 

（２）第１・２学年につきましては、これまでと同様の色別での下校（１３：２０）となります。ご承知お

きください。 

（３）１３：２０の下校のため、学童保育室が開いていない状況での下校となります。 

「学童に行くはずだったのに、下校してしまった」ということが考えられます。 

学校及び学童保育室はもちろんのこと、お子様本人に学童に行くかどうかの連絡を徹底していただけ

れば幸いです。 

（４）２日から１０日に登校自粛する場合は、早めに連絡をいただけると幸いです。早めに連絡いただくこ

とで、一部給食費を止めることができる場合がございます。 

（５）オンライン授業の準備として、明日９月２日も学校にて準備を進めて参ります。たいへんお手数です

が、明日９月２日も学校にＧＩＧＡスクール端末を持たせてください。 

（６）オンライン授業の準備として、本日接続テストを実施致します。２回実施します。ご都合がつく方

は、どちらか参加できる時間にご参加ください。 

   第１回 ９月１日（月）１４：００～（オンライン授業と同じ時刻となります） 

   第２回 ９月１日（月）１６：００～（１４：００～に参加できないご家庭向けのテストです） 

（７）初めてのオンライン授業となります。トラブルや急きょの変更があることが予想されます。端末の操

作も含め、オンラインに慣れていく期間と捉えていただけると幸いです。 

川口市保護者向け学校ヘルプデスク ＴＥＬ：0120-002-293 （9:00～21:00） 



 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止について 

 
１ 次の事実が判明した段階で、速やかに学校へ連絡をお願いします 
（１）お子様または同居されている家族等に感染の疑いがあり、PCR 検査を受けた場合 

【受ける予定である場合】 
（２）お子様または同居されている家族等が濃厚接触者となった場合 
（３）お子様または同居されている家族等が新型コロナウイルス感染者（陽性者）となった場合 
 
 

 
 
 
 
 
 
２  感染予防の徹底をお願いします 
（１）日常生活 

   〇十分な睡眠とバランスの良い食事をとり、免疫力を保てるようにしてください。 

   〇帰宅時や食事前などに、手洗いの徹底をお願いします。 

  （２）外出・買い物 

   〇外出前における検温などの健康観察の徹底をお願いします。また、マスクの着用をお願いします。 

   〇発熱等のかぜ症状が見られる場合は、外出を控えるようにしてください。 

    (塾や習い事を介して感染が広がる可能性があります) 

   〇家族以外との不要不急の外出等は、可能な限り控えてください。 

   〇感染対策が十分にとられていない施設・イベント等はできる限り避けてください。 

（３）外食・会食 

   〇彩の国安全宣言など、感染対策が適切に行われているお店をできる限りご利用してください。 

   〇食事中の会話は控え、できる限り少人数・短時間でご利用してください。 

安行東小学校連絡先 ０４８－２９５－７９６０ 
〇留守番電話を導入しております。授業日の電話受付時間は８：００～１８：００です 
〇電話受付時間外（土日、祝日及び休日含む）に、緊急に学校への連絡が必要な場合は、  
以下の窓口へご連絡ください 
※川口市役所（代表）０４８－２５８－１１１０ 

～水泳学習の見守りありがとうございました～ 
水泳学習の見守りボランティアに延べ人数で「１６８人」のご協力をいただきました。 

おかげさまで安全に学習することができました。誠にありがとうございました。 
～上履きの寄贈をお願いします～ 
古くなった上履きがありましたら、学校に寄贈していただけると幸いです。特に２０ｃｍ～ 

以上のサイズがほしいところです。寄贈していただける方がいましたら、担任または本校事務
室までよろしくお願いします。 

がんばった安行東っ子 
令和３年度 水道ポスターコンクール 

入選 4年  
佳作 4年  
佳作 4年  

令和３年度 身体障害者福祉のための第６３回埼玉県児童生徒美術展覧会  

 特選 ５年  
 入選 ６年  
    ５年  

４年  
３年  
２年  
１年  

第３２回川口市青少年ピアノコンクール 
   リリア賞 ５年  


