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いきいきと活動する朝二の子

朝 霞 第 二 小 だより
学校教育目標

・進んで学習する子

・仲よく助け合う子

・健康で明るい子

朝霞市岡３丁目 16 番 13 号
℡ 048-461-0042
Ｅメール 2shou@asaka-c.ed.jp
ホームページアドレス http://www.asakadai2shou.city-asaka.ed.jp/
平成３０年１月２９日

早めの振り返りで次の準備を

校長 加藤 美幸
２月は如月（きさらぎ）
。寒さ のために更に着物を重ねて着るので「衣更着」という説があったり、２月の初
めに最低気温が観測されたりしたこともあるほど、厳しい寒さが続きます。本校では先週から今週にかけて、２
年と６年で合計３クラスをインフルエンザ蔓延防止のため学級閉鎖にしました。ほかのクラスでもインフルエン
ザによるお休みの子が増えてきました。26 日(金)厚生労働省が全国インフルエ
ンザ推計患者数を発表しました。1 月 15 日〜21 日の患者数は 283 万人となり、
その前の週に比べて 100 万人以上増加していることがわかりました。１医療機
関当たりの患者数は 51.93 人で、統計を取り始めた 1999 年以降で最多となりま
した。また、埼玉県内でもインフルエンザ患者が急速に増加したとして、24 日
(水)にインフルエンザ流行警報が発表されています。手洗いやうがい、室内の
換気、必要に応じてマスクを着用すること、体調管理にも気をつけて予防に努
めていきましょう。
1/26 体育館スポーツクラブの外部指導者を招いた「ユニカール体験」→
平成 29 年度も残り２か月。登校日は 39 日(６年は 37 日)を切りました。
「わからないこと」や「できないこ
と」をそのままにしないで、一年間を振り返り一日一日を大切に学習に取り組んでもらいたいと思います。４
月には、４～６年生を対象とした「埼玉県学力・学習状況調査(平成 30 年４月 12 日)」と、６年生を対象とした
「全国学力・学習状況調査(平成 30 年４月 17 日)」が実施されます。
「埼玉県学力・学習状況調査」では、子供
たちの「学力の伸び」を測ることができる「教科(国語・算数)に関する調査」、学習に対する関心や規範意識、
さらに家庭での学習状況を聴く「質問紙調査」を行います。
「全国学力・学習状況調査」は、国語、算数に、30
年度は理科を加えた教科に関する調査と質問紙調査を行います。２つの調査の教科に関する問題は前年度までに
学習した内容から出題されます。埼玉県教育委員会「埼玉県学力・学習状況調査」のホームページに４～６年の
復習シートが掲載されています。
「学習した内容がしっかり身に付いているのか」の確認や、
「一人一人の学力を
さらに伸ばす」ことに利用できますので、各御家庭でも御活用ください。今の１．２年生は調査の対象ではあり
ませんが、日々の積み重ねが大切ですので、今年度の復習をして学習したことを確実に身に付けておくようにし
てください。HP アドレス→http://www.pref.saitama.lg.jp/f2214/gakutyou/images/fukusyuusi-to.html
平成 29 年度の学校評価では、
「
『規律ある態度』を身に付けている。(保護者、教職員)」
「基本的な生活習慣が
できている。元気なあいさつ、正しい言葉づかいができている。(児童)」の項目の評価がほかの項目より低くな
っています。「規律ある態度」は、子どもが社会の一員として守らなければならないきまりや行動の仕方を身に
付け、時と場に応じて自ら行動し、けじめがある責任がとれるようにするものです。
「規律ある態度」を身に付
けることにより、確かな学力を支える「共に学ぼうとする意欲」を高めたり「学習環境」を整えたりすることが
できます。準備は、学習に臨む前向きな姿勢や集中力を高め、学力の土台となる態度を育てます。また、事前に
準備をしておくことは効率のよい生活にもつながります。ぜひ、各御家庭でも「準備や後片付けをきちんと行わ
せること」から実践してみてください。
校長の学校探検記
１月 22 日(月)は午前中から雪がちらつき、昼
ごろから本格的に降り始め４年ぶりに 20 センチ
を超える雪が積もりました。23 日(火)は、子供
たちが安全に登校できるように早朝から校門前
の雪かきをしていただいたご家庭や子供たちに
付き添って登校してくださる方もいらっしゃいまし
雪遊び
雪かき
た。御協力ありがとうございました。先生方もいつもより早く出勤して昇降口や通路の雪かきをしましたが、積
もった雪の深さにびっくり。休み時間にはふかふかの雪におおわれた校庭に飛び出し、雪遊びをする子供たちの
姿が多く見られました。26 日(金)のクラブ活動の時間には、校庭で活動しているクラブの皆さんが、凍える寒さ
の中雪かきをしてくれました。みんなのためにありがとうございます。
そのほかの情報はこちらから→朝霞第二小学校ホームページ http://www.asakadai2shou.city-asaka.ed.jp/

見に来てください

２月の行事予定

日
１

曜
木

２

金

３

土

４

日

５

月

６

火

７

水

８

木

９

金

１０
１１
１２
１３
１４

土
日
月
火
水

１５

木

１６

金

１７
１８
１９
２０

土
日
月
火

２１

水

２２
２３

木
金

２４

土

２５
２６
２７

日
月
火

２８

水

学
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オリンピック・パラリンピックのマス
コット投票(放送)
PTA 常任委員会 10:00
いきいきタイム(算数) クラブ活動
二小プレミアムフライデー
朝霞市小・中・高等学校書きぞめ展覧会
(朝霞市コミュニティセンター)
朝霞市小・中・高等学校書きぞめ展覧会
(朝霞市コミュニティセンター）
いきいきタイム 教職員あいさつ運動(～2/16)
淑徳大学フィールドスタディ(～2/16)
全校朝会
新入学児童保護者説明会 15:00(体育館)
児童会あいさつ運動
通学班班長会議(昼休み)
読書タイム 3-1･3,5-1･3/読み聞かせ
除染箇所における放射線量測定
音楽集会(3 年の発表・1/30 から変更)
表彰朝会(放送) クラブ活動(最終)
避難訓練(火災)9:55(校庭※雨天体育館)
祝日・建国記念の日
振替休日
体育集会(大なわとび記録会①)
読書タイム 3-2･5-2,あすなろ/読み聞かせ
児童会・学校応援団あいさつ運動
二中校区ふれあい推進事業第３回実行
委員会 15:30 図書室
教育相談日
4-2･3/ブラインドサッカー体験
1～4 校時(体育館)
いきいきタイム(算数)
朝霞市特別支援学級「なかよし発表会」
9:00(朝霞十小)

あすなろ学級発表 8:20(体育館)
音楽集会(1 年の発表)
くつぴたキャンペーン(～1/22)
4-1･4/ブラインドサッカー体験
1～4 校時(体育館)
3,4 年/保護者会
児童会あいさつ運動
読書タイム 1-1･3,2-1･3/読み聞かせ
ふれあいデー
5,6 年､あすなろ学級/保護者会
いきいきタイム(算数) 委員会活動
ダンスクラブ・一輪車クラブ発表(昼休み)体育館
第３回学校評議員会 15:30 校長室
朝霞市小・中学校特別支援学級「なかよし作品展」
（朝霞市コミュニティセンター）
朝霞市小・中学校特別支援学級「なかよし作品展」
いきいきタイム
児童集会(情報委員会の発表)
1,2 年/保護者会
児童会あいさつ運動
読書タイム 1-2･4,2-2･4/読み聞かせ
6 年/朝霞二中生徒会による学校紹介

＜音楽集会＞
２月８日（木）８：２０～４０ 体育館
３年生の発表 ※1/30(火)から延期
２月２０日（火）８：２０～４０ 体育館
今月の歌「グッディ グッバィ」
１年生の発表 合唱「がけの上のポニョ」
合奏「こいぬのマーチ」
＜児童集会＞
２月２７日（火）８：２０～４０ 体育館
情報委員会の発表 スライドショー「１年間の思
い出」自分たちで撮りためた画像を使って今年度を
振り返ります。
会場は「朝霞市コミュニティセンター」
 朝霞市小・中・高等学校書きぞめ展覧会
２月 ３日(土)・ ４日(日)9:00～16:30
 朝霞市小・中学校特別支援学級「なかよし作品展」
２月２４日(土)・２５日(日) 9:00～16:30

児童を狙った不審者に注意！
埼玉県内で、児童が不審者に声をかけられたり、
つきまとわれたりする事案が多く発生しています。
＜最近の事例から＞
～不審者はこんな言葉で子供に近づいてきます～
名前と住所
を教えて

何してるの!?

少しお話
しよう

不審者からお子さんを守るために

ひとりにならない・人気のない場所に近づかない

知らない人についていかない・家族以外の車には

乗らない
３月の主な行事

防犯ブザーは、いつでも使える状態で携帯する

お子さんと一緒に確認しましょう！




通学路や公園など、身近な場所での危険チェックをしま
しょう！
お子さんと一緒に、こども 110 番の家や店の場所を確認
しましょう！

就学援助制度
経済的理由でお子さまの教育機会が失われない
よう、学用品費の一部や給食費等を援助する制度で
す（所得要件等あり）
。
平成３０年度の申請は４月から受け付けます。ま
た、４月当初にお子さまを通じて案内チラシを配付
いたします。申請書類の入手方法等、詳しくは市役
所教育管理課までお問い合わせください。
【教育管理課】０４８－４６３－０７９３

