
☆良い年をお迎えください ☆人権集会を行いました

　

☆最後まで走り切りました

☆避難訓練を行いました

☆１月の主な行事

☆国際交流を行いました

☆ＰＴＡバザーご協力ありがとうございました

下校時刻と２月の主な行事は裏面に載せてあります

「よく学び」   「よく遊べ」   「感動いっぱい」安食小

　　　　Ｒ１年12月20日

第9号

児童数２７1名

 １２月４日（水），人権教室及び人権集会を行

いました。 

 人権教室では，最初に「むしむし村の仲間た

ち」というビデオを見ました。「外見や能力が異な

るむしむし村の昆虫キャラクター達が，それぞれ

の違いが原因で相手を傷つけたり，自分なんて

ダメなんだと悩んだりします。でも誰でも苦手な

こともあれば，得意なこともあります。大切なの

はお互いの違いを認め，相手の気持ちを理解す

ること。そして仲間と助け合っていくこと。ビデオ

を見た子供達も，「違いを認め合い，仲間と協力

することの大切さ」を理解することができました。 

 人権集会では，各クラスの人権宣言を発表し

合いました。どのクラスも真剣に話し合いを行い，

それぞれが素晴らしいクラスのスローガンを立

てることができました。この人権教室・人権集会

で学んだことを活かし，日々の生活の中で使え

る力を今後も指導・支援していきたいと思います。

※人権教室・集会を終えての感想が各教室に掲

示してあります。ご覧ください。 

 １２月１０日（火），竜巻を想定しての避難訓練を行い

ました。校庭にいる児童には，一番近い昇降口から校

舎に入り，ガラス等で被害のあわない場所に避難する

よう伝えました。 

 １２日（木），火災を想定し，実際に防火扉を閉めた状

態での避難訓練を行いました。その後，煙体験を行い，

消防署の方に火災の際の逃げ方（身を低くし，口をハ

ンカチで押さえて避難）を教えていただきました。児童

は真剣に行うことができました。 

  ７日（火）  始業式  交通安全指導 短縮Ａ日課 

  ８日（水）  給食開始 身体計測週間 

         交通安全指導 

 ９日（木）  校内書初め大会（低・高） 

        委員会活動  交通安全指導 

１０日（金）  校内書初め大会（中） 交通安全指導 

        ６年生租税教室   

１１日（土）  わくドラ 

１２日（日）  リサイクル  

１３日（月）  成人の日 

１４日（火）  代表委員会  交通安全指導 

                     ３年生社会科見学（日本食研） 

１５日（水）  集金日 

１６日（木）  クラブ 月曜日課 

１７日（金）  第６回ＰＴＡ総務役員会 

２０日（月）  校内書き初め展（～２４日）  

２１日（火）  ６年生校外学習  ＳＣ 

２３日（木）  １年生昔遊び   

        職員会議・不祥事防止研修 

２４日（金）  百人一首大会 

３０日（木）  ３年生校外学習（房総のむら） 

３１日（金）  新入生入学説明会 

                

 今年も残すところ，あとわずかとなりました。暑さ

が厳しい中スタートした２学期でしたが，たくさん

の行事を計画通り実施することができました。ど

れも子供たちの心を成長させるものでした。充実

した２学期になりました。ご協力ありがとうござい

ました。 

 さて，まもなく冬休みとなります。１年の締めくくり

と新しい年のスタートとなる節目のある休みです。

この機会に，ご家族で正月にまつわる様々な話を

していただければと思います。 

 始業式には全校児童が一回り大きくなって元気

に登校してくることを待っています。どうぞ良い年

をお迎えください。 

 １日（日）に栄町いっさいがっさいフェスティバルが本校会場で行われまし

た。総務役員さん・行事企画部の皆様のご協力を頂き，保護者の皆様や地

域の方々から寄贈された提供品を４時間かけて販売しました。販売額の  

３７，０７０円は，毎月ご協力いただいているリサイクル活動の収益金と合わ

せ，体育館用大型ストーブや百人一首，ゴールボール用鈴ボール等々，教

育活動費として，有効に使わせていただきます。本当にありがとうございま

した。今後とも，教育活動の充実と子供たちのために，リサイクル活動への

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 １２月１１日（水），校内マラソン大会を行いました。

今年度は,３区坂下の道路工事に伴い,安食台小学校

第一近隣公園内を走りました。児童や保護者の応援

を受け，子供たちは元気に走り切りました。特にゴー

ル手前芝生広場に入ってからのラストスパートはどの

学年も見事でした。 

 今年も，子供たちが安全に走れるようにと，学年学

級部の保護者の方々にコースの途中に立っていただ

きました。子供たちへの声援も含め，ありがとうござい

ました。 

 当初予定していた７日（土）は雨だったため，町作品

展に展示してある作品を見学しました。また,前日から

作っていただいた豚汁をいただきました。何杯もおか

わりをするほど愛情が入ったとてもおいしい豚汁でし

た。お手伝いをしていただいた，ふれあい推進委員・

保護者・家庭教育学級部の皆様，また，野菜やお肉

等々具材を提供していただいた皆様，大変ありがとう

ございました。 

 １２月５日（木），成田日本語学校の学生１０名が来校し，５年生が国際交

流を行いました。今回は，日本語学校の皆さんに，栄町の魅力を外国語で

紹介する活動を行いました。自分たちの外国語が通じるのか，自分たちの

町の魅力がしっかり伝わるのか，最初は不安だった子供たち。しかし，時間

がたつにつれ，緊張もほぐれ，これまで学習してきた外国語を生かして，積

極的にコミュニケーションを図る姿が見られました。最後には，子供たちから，

「時間が過ぎるのが早い」と，別れを惜しむ声も聞こえました。今回の交流で，

異国の方と関わることの楽しさを感じ取れたことと思います。 



☆６年生校外学習に行ってきました ☆百人一首大会を行いました

　

☆３年生社会科見学に行ってきました
☆６年生　琴を学びました

☆６年生租税教室 ☆２月の主な行事

☆１年生昔の遊びを学びました

☆ご協力をお願いします

下校時刻と３月の主な行事は裏面に載せてあります

「よく学び」   「よく遊べ」   「感動いっぱい」安食小

　　　　Ｒ2年1月３１日

第10号

児童数２７１名

 １月２４日（金）， 全校で縦割り班対抗百人

一首大会が行われました。低・中・高学年ブ

ロックに分かれ，１年生はカルタ，２年生以上

は百人一首での勝負です。上の句で札を取る

人もいるなど，熱戦が繰り広げられました。結

果は，ブロック別で，低学年が，２・６・１４班で

１２枚，中学年は１０班が１５枚，高学年は，３・

５・９・１２班が１２枚で優勝しました。総合優勝

は７班の３３枚でした。同じ枚数で，同時優勝

になったブロックが多かったので，きっとたくさ

ん覚えて臨んだのでしょう。とてもよい大会に

なりました。 

 １月１４日（火），お箏で「さくらさくら」の演奏

を体験しました。教えてくださった石川先生の

演奏を聴いた後，実際に爪をつけ，覚えた譜

面の番号を追いながら全員が最後まで演奏

できました。思ったより弦を強くはじかないと

良い音が響かないなどの感想を持ちながら

日本らしい音色にふれる時間を過ごしました。 

  １日（土）  学校参観  

         １校時２分の１成人式（４年生）  

         ２校時 参観 ３校時 全校作業   

        第３回環境美化親子奉仕作業 

        第２回植樹員作業 

   ３日（月） 振替休日 

 ４日（火） 全校集会 

 ５日（水） わくわくタイム 

 ６日（木）  委員会活動  ６年生キャリアトーク 

 ７日（金）  さざんか・りんどう校外学習 

        第７回ＰＴＡ総務役員会議   

 ９日（日）  リサイクル 

１０日（月）  代表委員会  

１３日（木）  クラブ最終         

１８日（火）  集金日 

１９日（水）  児童集会（なわとび大会） 

２０日（木）  職員会議・不祥事防止研修 

２１日（金）  創立記念行事 

２３日（日）  創立記念日,天皇誕生日  

２６日（水）  県標準学力検査 

        第６回ふれあい推進会議 

２７日（木）  県標準学力検査 研修日 

        第２回ＰＴＡ役員選考会 

２９日（土）  ふるさと祭り 

                

 ２３日（木）， 地域の方に教えていただきながら，昔の

遊びを楽しみました。「竹馬」「竹とんぼ」「こま回し」「けん

玉」「お手玉」「おはじき」「ビー玉」「めんこ」「あやとり」「福

笑い」をしました。教室でできないものは初めての挑戦

だったので，特に嬉しそうでした。１人４つの遊びに挑戦

でき，満足そうな笑顔がたくさん見られました。４月に入学

してくる１年生に教えてあげたいという，新たなめあてを

もった児童もたくさんいました。 

 地域の皆様のご協力は，本当に有難く，子供たちの成

長の助けになっています。ご協力いただいた皆様，ありが

とうございました。 

 １月２１日（火），６年生は小学校最後の校外学習に

行ってきました。前半は国会議事堂の見学，後半が

班別行動での上野動物園と国立科学博物館の見学

です。子供たちは，社会科で学習した国会議事堂で

は真剣に国の政策が話し合われる場を見学していま

した。廊下には記者さんがいたり，警備員さんが多

かったりして緊張している様子も見られました。その

後は，それぞれのグループ毎にどこでお弁当を食べ

るか，どの順番で見学をしようか，計画を基に協力し

て活動していました。どのグループもとても楽しそうに

活動できました。 

 １月１４日（木）， 社会科見学で日本食研に行ってき

ました。敷地内に入ると日本食研のマークと各国の国

旗が目に入りました。日本食研と関わりが深い国々の

国旗を掲揚しているそうです。工場内では，たれと粉

の製品の作り方を見せていただきました。服装の違い

や，異物混入を防ぐための工夫など，徹底した衛生管

理に驚いていました。日本食研やバンコちゃんの名前

の由来も教えていただくなど良い学習になりました。 
 

 明日２月１日（土）に環境美化親子奉仕作業

を行います。提出していただいた参加確認票に

よると ７２名の方が作業に参加して頂けること

になっています。当日参加も可能ですので,お

父さん方の参加をお待ちしています。 
 

 １０日（金），成田税務署から講師の先生を招いて，租

税教室を行いました。そこでは，税務署での仕事とはど

んなものなのか，集めた税金が使われるまでの道筋，

税金の種類などについて説明を受けました。説明の後

は，「税金がこの世から無くなったらどうなるのか。」を

テーマにしたアニメーションを見ました。その中で，税金

が無くなったら，消防車が駆けつけて，火事を消火した

ら，多額の請求が出火者に課される。小学校に通うた

めに，高額な学費がかかる。交番などのサービスも有

料化される。町がごみであふれる，など様々な弊害が

生まれることを学びました。税金はみんなの暮らしをよ

くするために必要なもので，助け合って暮らしている，と

いうことを再確認できました。 



 

 

 

 

  

 

 

１２月１１日（水）たくさんの保護者の皆様，地域の皆様に応援していただ 

きマラソン大会が行われました。今年は三区坂下の道路が崖の工事のため走る 

ことができず，近隣公園で行いました。どの学年も自分自身の新記録を目指し 

て，一生懸命走りました。３位までの入賞の他に，練習を休まず参加した児童 

にはがんばり賞が贈られました。また，試走の時のタイムを縮めた児童には，新記録賞が贈られました。

苦しくなっても，たくさんの方の応援に，がんばって走り出す子供たちの姿がありました。今年は近隣

公園でしたので走っている姿がよく見えて，子供たちも大きな声援を送っていました。苦しくても力い

っぱいがんばった経験は，今後の生活に大いに役立つものです。たくさんの応援と，これまでのご家庭

での支援ありがとうございました。 

１２月７日（土）は，マラソン大会は雨で延期になりましたが PTAの皆様や地域の皆様が作ってくだ

さった豚汁をおいしくいただきました。材料を寄付してくださった皆様，また，前日，当日と準備をし

てくださった皆様，ありがとうございました。 

  

５年生の国際交流の授業で，成田日本語学校の学生が９名来校しました。歓迎の歌とセレモニーの

後，栄町や安食のよさについて調べたことをグループごとに伝えました。写真や動画を使ったり，パフ

ォーマンスを入れたりして，相手に伝わるよう工夫してがんばりました。そのあと，相手からの質問に

一生懸命英語で答えたり，ジェスチャーや絵などを使って答えたりして通じるととてもうれしそうでし

た。ゲームのフルーツバスケットでは，学生と一緒に楽しくゲームをすることができました。給食の時

は，グループに学生が入り，英語で質問したり，学生からの質問に答えたり，楽しく交流ができました。

この交流を通して子供たちが大きく成長しました。 

 

 

 

 

 １２月８日（日）酉市のいっさいがっさいフェスティバルで，PTAのバザー 

を安食小学校の体育館で行いました。役員の皆様が，準備や販売をしてくださ 

いました。当日は，大勢の方が会場に来てくださいました。販売品のご協力を 

いただいた皆様，ありがとうございました。収益金の３７,０７０円はリサイクルの収益金と合わせて百

人一首の札や体育館用大型ストーブ，ゴールボール用鈴などを買わせていただきました。 

平成３１年１２月２３日 

   Ｎｏ．６ 

 

安食小校長室だより 

丘の上だより 

 
 

 

 

 



 １２月１３日（金）６年生が社会科見学で国立歴史民俗博物館に行きました。昔の生活の様子や道具

など興味をもって観察したり体験したりできました。社会科の教科書で学習したものをさらに詳しく観

察することができました。午後は，佐 

倉の城下町に出て，武家屋敷を見学し 

実際の武士の暮らしの様子を知ること 

ができました。 

 

 

 １２月１６日（月）保護司の片野先生をお招きして薬物乱用防止教 

室を行いました。薬を乱用することの怖さ，麻薬等が体に及ぼす害な 

どを知り，麻薬を使わないことを確認しました。 

 １２月１６日（月）消防署の方から AED（自動体外式除細動器） 

の使い方を教わりました。実際に心臓マッサージをして AEDを取り 

付けてショックを行うことを全員が体験しました。日常の生活の中で 

倒れている人を発見したときに近くの AEDを探して持ってくること 

の大切さを学びました。 

１２月１９日（木）５年生の花きイノベーション授業で生け花を教 

えていただきました。一輪のガーベラと１枚の葉をよく観察して，そ 

の姿を美しく生かせるように工夫して飾りました。葉脈に沿って割い 

たり，曲げたり結んだり，ガーベラとどのように組み合わせていくか 

真剣に向かい合い工夫を重ねました。それぞれに個性のある素敵な作品に仕上がりました。各自家に持

ち帰り，毎日水を取り替えて花がどう変わっていくか楽しみましょうと教えていただきました。日本の

文化である華道にふれ，花を見つめることの楽しさを知りました。 

 １２月１３日（金）に２２人だったインフルエンザの欠席が１６日（月）にはインフルエンザと発熱

による欠席が７８人と驚く速さで全体に広がりました。１年１組，２年１組，３年２組，５年１組の欠

席が１０人を超えインフルエンザ蔓延を予防するため２日間の学級閉鎖としました。１８日（水）には

２年２組で新たなインフルエンザで欠席の児童がでて欠席が増えたため学級閉鎖としました。本日もま

だ，登校できずにいる児童がいます。インフルエンザが今年は１か月早い流行だそうです。感染力も例

年になく高いものだと思われます。冬休みに入りますが，うがい手洗い，マスクの着用など感染予防に

努めていただきたくお願いします。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

始業式で，大勢の子供たちが新年の目標を言ってくれました。それ 

ぞれに目標をもってがんばってほしいと思います。 

子供たちに御神籤
お み く じ

の話をしました。 

「私が初詣で引いた御神籤に書いてあった言葉が『初めは何事も前に邪魔があり，目前に見えていなが

ら手に取れない。後になって人の助けを得て，願望は成就する』です。学校教育目標の『豊かな心を持

ち，一人ひとりが主役となれる学校』も私一人ががんばっても達成できません。先生方ががんばってみ

なさん一人ひとりが主役となれるようないい授業をしてくれなければなりません。でも，授業を受ける

みなさんが一生懸命やらなければ，一人ひとりが主役となれる学校にはなりません。『よく学び，よく遊

べ，感動いっぱい安食小』一生懸命がんばって感動いっぱいになれるようみんなで３学期もがんばって

いきましょう。」 

子供たち一人ひとりが主役となれるよう職員一同がんばって参りますので，今年もどうぞよろしくお

願いいたします。 

  

大木先生が始業式で「ほかほか言葉とちくちく言葉」の話をしてくれました。 

相手に伝える言葉によって，気持ちが温かくなる時と気持ちが落ち込む時があります。「友達にどんな

言葉かけをしてあげたら良いかなあ。」ということで，ほかほか言葉には，「ありがとう。」（感謝）「じょ

うずだね。」（ほめてくれる）「いっしょにやろうよ。」（さそってくれる）「だいじょうぶ？」（心配してく

れる）「がんばって。」（励ましてくれる）など，笑顔になれる言葉がたくさんあります。その反対に，ち

くちく言葉には，「えーっ！なにそれ。」「あっちいって。」「へんなの。」「やだねー。」「へたくそ。」など，

心の痛む言葉が並びます。相手の気持ちを考えて，心温まる優しいほか 

ほか言葉の声かけができるといいですね。 

ご家庭でもぜひ，ほかほか言葉で子供たちの成長を見守っていただけ 

ますようよろしくお願いいたします。 

学校では，いじめ防止基本方針を掲げ，学校全体で子供たちの思いやりの心を育てるための取組を 

行っています。たてわり班での清掃やわくわくタイムの活動，命を大切にするキャンペーンでのなかよ

し集会・各クラスのいじめゼロ宣言，人権集会と各クラスの人権宣言，外国の方・地域の方・高齢者の

方との交流，様々な体験活動等を行っています。その中で子供たちは，みんなで考え話し合い，体験を

とおして学び，一人ひとりの心が育ってきたなと感じています。 

いじめ防止基本方針についてはホームページで公開していますのでご覧ください。いじめ防止基本方

針のリーフレットをお配りしました。何かお子様の様子で不安なことがありましたらいつでもご相談く

平成３１年１月２０日 
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安食小校長室だより 

丘の上だより 

 

 
 

 



ださい。学校生活アンケートで出た悩みについては，今後，教育相談を進めていきます。 

学校生活アンケートへのご協力ありがとうございました。学校では，体罰・セクハラ防止を含め，不

祥事防止のためのモラールアップ委員会を毎月開き，職員間でお互いに声を掛けあい助け合える，風通

しのよい職場づくりに努めています。体罰・セクハラについては，どんなことが体罰・セクハラなのか

子供たちとも確認し合っています。 

体罰について確認していることを載せます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供たち一人一人の気持ちも尊重しながら，一人一人に応じた指導を行っていきたいと，職員一同研

修に取り組んでいます。 

１月９～１０日校内書き初め大会を行いました。１～２年生はフェルトペンで，３～６年生は筆で書

きました。２学期の書き初め練習会や冬休み中の練習の成果もあり，みんな書き初めを楽しみのびのび

と書きました。 

 

 

 

 

国，(もんぶかがくしょう) から 

平成 25年３月 13日に体罰の事例（じれい）が 

通知(つうち)されています。 

（1）頬（ほほ）を平手打ちする 

（2）頬をつねって席（せき）へつかせる 

（3）ペンを投(な)げて当てる 

（4）長時間，トイレに行かせない 

（5）長時間，別室から出さない 

（6）長時間，正座(せいざ)をさせておく 

など 

認（みと）められる懲戒（ちょうかい） 

罰(ばつ)，こらしめること 

（1）放課後（ほうかご）に のこす 

（2）教室内で立たせる 

（3）学習課題（かだい）や清掃を多くさせる 

（4）叱って席（せき）につかせる 

（5）遅刻（ちこく）したので試合（しあい）に出

さない 

（6）暴れる（あばれる）体をきつくおさえる 

（7）腕（うで）を引っぱって移動（いどう）させ

る 

（8）落ち着くまで壁（かべ）へ押（お）しつけて， 

  制止(せいし)する          など 

 

  

 

 

校舎からフェンス沿いを歩く通路のシートが劣化で破れていました。冬

休み中にふれあい推進委員の秋山勉さん（秋

山工業）が板を持ってきてくださり，きれい

に直してくださいました。ありがとうござい

ました。子供たちも気持ちよく登下校ができ

ます。  

 


