
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

No.４５５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３０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→ 

短所も長所に ～「見方・考え方」の違い～ 
                          

川口市立安行東小学校 
校長 伊藤 政久 

 

心配されていた大型台風１６号は東の海上に逸れるようで大きな被害がないかと

思います。直撃することになれば避難所開設等も視野に入れ、対応も考えていました

から一安心しているところです。 

さて、台風と言うと大きな災害が起きる可能性が高いので「悪い面の見方・考え方」

が一般的ですが、水不足の解消や海水をかき混ぜることで海水温度の上昇も抑えてい

る「良い面からの見方・考え方」もあります。このように他にも真逆の見方・考え方

があります。 

例えば、横綱の引退からでは「勝ち星だけは裏切らない。だからこそ勝ちにこだわ

ったのはいい」という見方・考え方と「横綱相撲としての品格、伝統に照らして戦い

方がある」という見方・考え方がありました。また、アメリカから一時帰国した男性

が長い髪の毛を後ろで束ねている姿を「流行りの男らしくてかっこいい」と言う人と

「汚らしい感じがする」と言う人の両方からの「見方・考え方」もありました。人の

容姿だけでなく性格も「見方・考え方」で全く違う捉え方ができます。さらには、優

柔不断と言われる人も「物事を慎重に考える」人だと捉えればミスが少なく良いこと

だとなりますし、「頑固」は「信念を持っている」、「繊細」は「感受性が強い」と捉え

れば、短所も長所と見ることもできます。   

このように、「見方・考え方」は一方向や一面だけを見て、それが全てだ、真実だと

言い張ることでは、主義・主張の言い合いだけで建設的な結果を得ることはできませ

ん。学校では、各教科の特質から身に付けた見方・考え方を働かせて、実社会で活躍

できる子ども達を育てています。国語で身に付けた見方・考え方を働かせて、最適な

言葉で説得や説明をすることや算数で身に付けた見方・考え方を働かせて、根拠を基

に筋道を立てて論理的に整理することです。 

私たちはコロナ禍から何を学んだのでしょうか。「大変だったね」だけではなく、転

んだら何かをつかんで起き上がることをしなければ変わりません。約１年半にも及ぶ

長い試練から、私たちは物事や人の「見方・考え方」を十分に働かせる大切さを一人

ひとりが学んだことと思います。このことを活かせば、緊急事態宣言が明けたとはい

え、第６波、７波・・・に備えた行動も自ずとできると思います。安行地域で未来の

担い手、子ども達をコロナ禍に負けずに引き続き育みましょう。 
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期日 曜日 学校行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

10/1 金 委員会活動⑥

10/2 土

10/3 日

10/4 月
B日課　脊柱側弯検診５年生
運動会練習開始

10/5 火

10/6 水 B日課 14:25

10/7 木 第２学年授業研究会（全学年Ａ日課５時間）

10/8 金
あおぞら号　　第４～６学年６時間目授業
スクールカウンセラー来校日

10/9 土

10/10 日

10/11 月 B日課

10/12 火

10/13 水 B日課 14:25

10/14 木 避難訓練（竜巻）

10/15 金 第４～６学年６時間目授業

10/16 土

10/17 日

10/18 月 B日課

10/19 火
就学時健康診断　「給食あり」
全学年３時間下校１２時５０分

10/20 水 B日課 14:25

10/21 木

10/22 金
あおぞら号
第４～６学年６時間目授業

10/23 土

10/24 日

10/25 月 B日課

10/26 火

10/27 水 B日課 14:25

10/28 木

10/29 金 運動会前日準備 全学年５時間授業に変更

10/30 土 秋季運動会

10/31 日

11/1 月 振替休業日

11/2 火 臨時歯科健診（３年・６年・にじいろ）

11/3 水 文化の日

11/4 木
第６校時　委員会活動（金曜日より変更）
１～４学年５校時授業

11/5 金
第５学年授業研究会（全学年Ａ日課５時間）
スクールカウンセラー来校

11/6 土

11/7 日

14:45

14:45

14:45

令和３年度１０・１１月当初 学校行事予定・下校時刻

12:40

14:45 15:35

14:45 15:45

14:25 15:15

14:45 15:35

15:15

14:45 15:35

15:15

14:45 15:35

14:45 15:35

12:50

14:45 15:35

14:25 15:15

14:45 15:45

14:25 15:15

14:45 15:35

15:15

15:15

14:45 15:35

14:25 15:15

14:45 15:35

14:45 15:35



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１日（金）以降の本校の対応について 
 

 

 

 

 

 

（１）感染を心配されるお子様・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。ご了承ください。 

※配信時間につきましては、各学級担任とご確認ください。 

（２）緊急事態宣言が終了となりましたが、児童生徒の感染者が増加しているという現状があります。 

つきましては、１０月中に関しては、以下の２つを延期とさせていただきます。 

   〇第４～６学年のクラブ活動 

   〇第１～３学年の放課後学習ときめきひろば 

〇１０月１日（金）より通常授業を実施します 

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。 

１０月３０日（土） 秋季運動会について 
 

１ 期日 

  〇１０月３０日（土） ８：３０～１２：４０ 

   【給食・お弁当はございません】 

〇振替休業日１１月１日（月） 

２ 実施時間 

   ８：００～８：１５ 登校【通学班登校】 

   ８：３０      開会式【オンライン】 

   ９：００～     中学年の部 

  １０：１０～     低学年の部 

  １１：２０～     高学年の部 

  １２：３０～     閉会式【オンライン】 

  １２：４０～     下校 

３ 競技について 

  〇各学年２競技実施致します。 

   【第１～４学年】表現種目及び徒競走 

   【第５・６学年】表現種目及び学級対抗リレー 

  〇にじいろ学級児童につきましては、親学級にて競技を実施します。 

４ 参観等について 

（１）密を避けるために保護者様「１名」のみの参観となります。運動会実施２週間前になりました

ら、プログラムとともに運動会専用の入校許可証を配布致します。なお、低・中・高ブロック

ごと入れ替え制での参観となりますので、ご協力よろしくお願いします。 

  （２）ブロックごと入れ替え制となります。西門（学童側）から入っていただき、北門（プール側）から

一度出ていただく形となりますので、ご了承ください。 

５ 雨天等について 

  （１）当日雨天等の理由で運動会が開催できない場合には一斉メールにて連絡致します。児童は通常通り

登校し、４時間授業となります。 

  （２）当日実施できなかった場合、１１月２日（火）、４日（木）、５日（金）の３日間の間に、児童のみ

で競技を実施します。その場合、保護者の皆様は参観できませんのでご了承ください。 

観覧の際の密を避けるために、 

ブロックごとの実施となります 



 

 

 

 

 

 

 

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 
・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】 

・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 

・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）以下の場合には、「出席停止扱い」となります。 

・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】 

・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 

・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 

・お子様または同居されている家族等が体調不良の場合（発熱、風邪、頭痛、腹痛等） 

・お子様または同居されている家族等がワクチン接種による副反応が出た場合 

・新型コロナウイルス感染症の感染不安がある場合 

 
 

 
 
 
 
 
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 

～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 第１９回日本一短い交通安全手紙コンクール 

 
令和３年度 川口市防火ポスターコンクール 
   
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 
 ※追加での入選がございました  
 入選  
 


