９月の行事予定

4

弁当日(運動会予備日振休のため)
火 通常日課≪諸費振替日④≫
運動会実行委員会④ シェイクアウト訓練週間
歯科検診(8：40～ た・1～3 年)
水 下校指導
歯科検診(8：40～ 4～6 年) 木曜サプリ①
木 たんぽぽ学級収穫祭
金 ３年フィールドワーク

5

土

6

日

1
2

校外学習月間
夏休み明けの９月は、小学校の校外学習が毎週
のように実施されます。
◆９月４日（金）
➥
３年生；知新の駅・道新
◆９月９～１０日
➥
５年生；宿泊学習（日高青少年自然の家）

3

7
8

◆９月１５日（火）
➥
たんぽぽ；小樽水族館見学

9

◆９月２５日（金）
➥
２年生；さけのふるさと 千歳水族館
◆９月２９日（火）
➥１年生：円山動物園

今年度、北の台小学校の「めざす子ども像」

児童委員会⑦ 選管④
月 クラブ希望調査(～8 日)
立会演説会(5h ３年見学)
シェイクアウト訓練予備日
火
校内作品展③(～10/9)

は、北の台小学校の教育活動に際しまして、ご理解・ご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げ

水 ５年宿泊学習１日目 60 分授業なし

ます。

校長

山村健史

２学期が始まりました。今学期も教職員一同一生懸命頑張ってまいりますので、保護者の皆様におかれまして

うに思います。爆発的な拡大にならないものの、現在でも毎日のように感染者が発生している状況を鑑みれば、

12

木曜サプリ⓶
木 ５年宿泊学習２日目
５年回復日
金 ファイターズ連携事業特別授業(6 年 3・4h
体育館＆グラウンド)
土 (ふ)廣島神社祭巡視⇒中止

13

日

実に変化し、私たちや保護者の皆様が経験してきた学校がもう戻ってこないのではないか、というようにも感じ

10
◆９月１８日（金）
➥
４年生；青少年科学館・北海道博物館

東部スタンダード；あいさつ・準備・思いやり

11

14
15

５・６年６時間授業
月 後期書記局認証式(TV K ﾁｬﾚ)
校内巡視 聴力検査(５年)
たんぽぽ学級フィールドワーク
火
≪諸費④再≫ 聴力検査(２年)
B 日課 60 分授業なし 就学時健診
１～３年午前授業 聴力検査(３年)

振り返ってみますと、今年度に入ってから学校だよりの巻頭言はすべてコロナ禍に関することばかりだったよ
このような状況での学校生活がかなり長く続くものと覚悟しております。私は定年退職まであと３年半ですが、
定年の日を迎えるときもまだ終息していないのではないか、あるいはコロナ禍によって学校文化というものが確
ています。
例年であれば４月の学校だよりや年度当初の説明会で、今年北の台小学校は何に力をいれて学校をやっていく
のかというのをお知らせしてきたのですが、それさえもまだお知らせしていませんでした。子どもたちには事あ
るごとに話していますが、保護者や地域の皆様には２学期を始めるにあたってこの場を借りてお伝えします。

ありがとうございます！

16

水

たくさんの保冷剤が集まりました！

17

木 木曜サプリ③ 聴力検査(１年)

1年
2年
3年

18

金 ４年フィールドワーク

識してその達成にむけて取り組むということにしました。

19

土

今年度の「めざす子ども像」は

20

日

21

月 敬老の日

です。今はコロナ禍のため、保護者や地域の方々の学校への出入りを極力少なくするようお願いしているので目

22

火 秋分の日

にしてはいただけませんが、全教室だけでなく階段や廊下等にも掲示して、常に目にして意識できるように学校

23

水 眼科検診(8：45～ 1 年希望者)

の環境も整えています。

24

木 木曜サプリ④

25

金 ２年フィールドワーク

26

土

27

日

28

月 児童委員会① 選管①

29

火 １年フィールドワーク いじめゼロの日

30

水 開校記念日 登校日

4年
5年

６年

横井内さん 國永さん
中園さん 茂木さん
田中さん 村本さん 伊藤由恵さん
中南さん 河原さん 半澤さん
串田さん 山下さん
山下さん 杉岡さん 星さん
藤原さん 辻村さん 五十嵐さん
加藤愛徠さん 葛西さん 池田さん
伊藤葵さん 宮口さん 楢舘さん
鈴木さん
安田さん 舟崎さん

名前漏れがあるかもしれません。ご容赦ください。

５年池田さんより冷えピタの寄付がありま
した。
※熱中症対策で活用させていただいており
ます。

本校は今年度よりその年１年間の「めざす子ども像」を設定し、それを子どもたちはもとより教職員全員が意

「はい」という素直な心「ありがとう」という感謝の心を持ち実践できる子ども

当然のことながら、２学期の始業式でも、全校の子どもたち、教職員にお話したところです。６年生は既に全
員が「はい」「ありがとう」を学校では実践できているので、１～５年生もそれができるように、教職員も強く
意識して毎日の学校生活をしています。ご家庭でもおそらく「はい」「ありがとう」ができている子どもも少な
からずいると思います。学校の力だけでは「めざす子ども像」の実現は難しいと思いますので、ぜひとも学校で
の取組をご理解いただき、ご協力をいただいて、北の台小学校のすべての子どもが「めざす子ども像」を実践で
きるようにしていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

令和２年度
目指す子ども像
（校内掲示）
義務教育 9 年間をひとまとまりと捉え、系統的に連続した教育活動を行うた
めに北の台小学校・東部小学校・東部中学校の同じ中学校区で小中一貫教育を進
めています。その中の取組の一つに、「東部７ルール」があります。東部中学校

新型コロナウイルスの感染拡大

区の児童・生徒は共通した生活における７つのルールを意識して、学校生活を送

による休校が長期化になり、８月７

ることになっています。北の台小学校ではこのルールに基づき、毎月重点目標を

日が１学期の終業式となりました。

設定し、月の終わりには振り返りを行い、改善に向けて取り組んでいるところで

放送での終業式となりましたが、代

す。

表児童はこの１学期をしっかりと
振り返り、夏休み・２学期に向けて
の目標を堂々と発表しました。

１年 栁澤 由奈さん

３年 桜庭 杏南さん

４年 川原 壮太さん

５年 髙谷 凛さん

１０日間という短い夏休みで
したが、たくさんの楽しい思い
出ができたようです。３人の代
表児童は、夏休みの思い出や２
学期に頑張りたいことをハキハ
キ と立派な 態度で 発表し まし
た。２学期の活躍に期待してい
２年 田中 駿斗さん

４年 上林 侑芽さん

６年 守谷 成央さん

スタジオの様子

ます！

校内では児童の作品展が行われています。
各

学級で取り組んでいる学習活動からの作品
2 点を廊下掲示板に展示しています。どれ

も個性豊かな素晴らしい作品に仕上がっています。これらの作品を観ることによって子供たちの制作意欲
も今以上に向上していくことを期待しています。校内作品展は、10 月・１１月にも行われます。

令和 3 年度には小中一貫教育全国サミットが北広島で行われます。全国から
多くの先生方・教育関係者が本校の授業を参観に来られます。

令和 2 年運動会テーマ
新型コロナウイルス感染症対応品として、フェイスシールド・
学校机飛沫防止ガード・扇風機・非接触型体温計・網戸が国と
運動会が直前に近づいてきました。実行委員会も動き出し、29 日（土）の運動会に向けて児童は一生懸命に取り組ん

市教委より届けられました。フェイスシールド・学校机飛沫

でいます。今年度行われる運動会は、新型コロナウイルス感染症対策により、従来の運動会のかたちを変更して実施す

防止ガードにより、相手の表情などを読み取りながら対面での

ることとなります。過日配付した、学校便り第 6 号『今年度の運動会についての確認とお願い』を今一度お読みいただ

活動やリコーダー練習、そして音読時

き、確認をお願いいたします。保護者の車での来校禁止や地域のご来賓をお招きしないなど、皆様にはご不便とご迷惑

も活用でき、活動の幅が広がります。

をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

今後も児童が安心して学校生活を送

ありがとうございます。・・・連日の暑さのため、教職員で行っていたグラウンド整備も
遅れがちでしたが、野球少年団の団員とその保護者の皆様が運動会に向け、草むしり等グ
ラウンド整備をおこなってくれました。

るため、できる限りの対策をしながら
教育活動をすすめてまいります。今後
ともご理解とご協力をお願致します。

