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２１日の終業式を持ちまして、７５日間の１学期（５年生は
７４日間）が無事終了します。
新型コロナウイルス感染予防のために、今年度も運動会や宿
泊学習の延期など、学校行事の内容や日程を変更せざるを得な
い状況となり、子どもたちはもちろん、保護者の皆様にも大変
ご心配をおかけしました。
本日の土曜参観日も、子どもたちが一生懸命に学習する姿を少しでも見ていただきた
く、時間と人数を制限し、実施させていただきました。ご不便をおかけし申し訳ありま
せん。今後も児童・保護者、教職員の安全を確保しながら、感染予防に努め、教育活動
を推進してまいります。学校行事につきましては、今後の感染拡大状況によって、更な
る変更も想定されます。その際は決まり次第、迅速にお知らせ致しますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。
さて、いよいよ、２２日から２６日間の夏休みに入ります。昨年は臨時休校で失われ
た授業時数を確保するため、期間を短縮しましたが、今年は例年通りの期間になります。
子どもたちも大いに楽しみにしていることでしょう。有意義な夏休みを過ごすために、
終業式で以下のことを子どもたちに話す予定です。
① 早寝、早起き、三食をしっかりととるなど、生活のリズムを崩さず、規則
正しい生活を心がけてください。
② 交通ルールをしっかり守り、事故にあわないように気をつけてください。
最近、小学生が犠牲になる交通事故のニュースを多く目にしま
す。休み中も、外で遊ぶときは自転車の乗り方に気をつけるなど、
交通事故やケガに気をつけてほしいと思います。合わせて、気温
が高くなると、熱中症の危険も高まります。休憩や水分補給をしながら、体を動かすよ
うに声かけをお願いします。
今学期も地域の皆様方の毎日の見守りのおかげで、大きな交通事故もなく、安心安全
に過ごすことができました。改めまして、心より感謝を申し上げます。引き続き、2 学
期以降もお世話になります。よろしくお願いいたします。
始業式は８月１７日です。またひと回りたくましくなった全員の笑顔がそろうことを願っています。

今月の生活目標

忘れ物をしないようにしよう
「心」は心の相談室開設日（おはなしとそうだんを中心に）
、
「▲数字」は給食がない学年、
「放」は放課後子供教室を示しています。
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【学校閉庁日について】教職員が生き生きと子供と向き合うことができるよう、心身の健康を
保持するため、休養を取りやすい環境を整備するものです。基本的に職員が不在となるため電話対
応ができません。感染症など緊急を要する連絡は教育委員会までお願いします。必要に応じて教育
委員会から学校に連絡が届くことになっていますのでご安心下さい。

子供の心の面のサポートや健康的な生活の上で、前向きに学習に取り組んでいけるものだと
とらえ、本校では「生活アンケート」をとって生徒指導に生かしております。その中で「いじめ
の認知（いじめにつながる問題）」と「忘れ物」の２点についてお知らせします。
(1)いじめの認知について（いじめにつながる問題）
子供たちは集団生活の中で、人間関係上のトラブルを解決しながら生活していくことを
何度も経験し、少しずつ社会性を学んでいきます。それでも自分たちの力では解決できな
いことも起きてしまいます。そういうときに、自分のことしか考えられずに解決できなか
ったところを、多面的なものの見方をしつつ、解決策を考えられるようにしていくのが学
校の役割の一つです。そのため、現在は実際にいじめているかどうかではなく、将来的に
いじめにつながってしまうかもしれない小さな事例にも目を向け、日常的に観察しながら
継続的に指導していくことを目的として調査を行っています。調査では兄弟げんかやその
時々の思い違いによるトラブルなどがよくあるのですが、特に最近はオンラインゲームの
チャットによる心ない言葉や乱暴な言葉で嫌な思いをした子が増えている点が心配です。
直接的にかかわる中でも、
「嫌な思い」をした子はいますので、これからも注視し、サポ
ートして参ります。ご家庭でもぜひ見守っていただきたいところです。
(2)忘れ物について（生活面で子供たちがよくしたいと思っていること）
今回の調査で、多くの子供たち自身が問題と感じているものでした。また、保護者の方
に学校まで届けてもらったことを申し訳なく思っている子もいました。そこで、２学期か
らは学年通信の「持ち物欄」の項目を一つずつ確認し（ペンなどで）、自分自身でもチェ
ックすることを全校的に取り組んで参ります。ぜひご家庭でも「チェックした？」などと
声を掛けていただいたり、一緒に確認していただいたりなど、ご協力をお願いいたしま
す。特に８月は「忘れ物をしないようにしよう」が月目標となっていますので、各学級で
もそれぞれに取組がなされるかと思われます。まずは子供たちが感じている問題として、
その解決のための全校の取組としてご理解ください。どうぞよろしくお願いします。

スクールカウンセラーの斉藤京子先生が来校し、児童や保護者の方の相談にのってくれます。
６月に今年度 1 回目が行われました。２回目は、８月１８日（始業式の翌日）に実施できること
になりました。せっかくの機会ですので、普段悩んでいることや迷っていることなどを相談して
みるのはいかがでしょうか。子供だけで相談することも、保護者だけで相談することも、また親
子で話を聞いてもらうこともできます。ご希望される方は教頭までご連絡ください。８月１６日
（月）まで受け付ける予定ではありますが、人数が多くなるとお断りすることもありますのでご
了承ください。どうぞよろしくお願いいたします。

大阪教育大学附属池田小学校の悲しい事件から２０年が経ちま
した。本校でもそのようなことが起こらないよう不審者対応の訓練
を行いました。同時に子供たちにも不審者の恐ろしさ、自分たちの
身を守るためにできることについて理解するために「防犯教室」を
開催しております。昨年度警察の方と一緒に作成したビデオを使っ
て各学級で学習しました。右の写真は、不審者役（警察官）が刃物
を振り回しながら校内を徘徊するのを職員がとめにいっています。
１１０番に連絡した後、刺激しないように話しかけ、子供たちから
離れるように誘導しましたが……。本当に怖かったです。

今回教職員弘済会の事業で「アスリート先生」として、元全日本代表選手成田（旧姓大懸）郁
久美さん（一般社団法人Ａ－ｂａｎｋ北海道）が講師として来校し
てくださいました。６年生のミニバレーの学習の中のボールと親し
む活動で主に指導して下さいました。様々なボールの扱いを遊びの
ように行い、終始楽しくボールに触れることができました。「自ら
楽しむ」「苦手でも最後まで頑張る」ことを目標に一人一つずつボ
ールをもって頑張りました。成田さんは子供たちの体の硬さに驚い
ていました。少
しずつでも毎
日ストレッチ
すると必ず柔
らかくなると
アドバイスし
てくれました。

下は、北広島市環境課の事業で行われた「エコ講座」です。自然環境を守るために、どれだけ
のことを考え、対策が取られているのかの説明を聞くことができました。盛りだくさんの内容で
したが、子供たちは真剣な眼差しで、また一生懸命にメモを取りながらお話を聞くことができま
した。エコ関連のマークはいくつ覚えているでしょう。

すぐ近くの学校同士ですが、Chromebook の「Google Meet」を使ってオンラインで交流しまし
た。今年度はネット回線がしっかりしているので、途中で止まることなく、十分な話合いができ
ました。両校の課題として共通していたのが「忘れ物」です。生徒会としても様々な取組をして
いるという話を聞き、小学校でも同じように取り組んでみようかという話もでました。これから
いろいろ考えていけるヒントをたくさんもらったようです。小学校の書記局の子供たちも立派
な態度で臨み、しっかりと交流することができました。

楽しく充実した夏休みを！
先日、自転車の乗り方について改めて全校で指導しました。
外出する際は十分気をつけてほしいです。まだまだ新型コロナ
ウイルス感染症も心配です。またこれから暑くもなります。子
供たちには健康に十分注意して元気に過ごしてほしいです。

９月の運動会は、全校
を二つに分けて実施し、
前半と後半とで保護者の
入れ替えを行う予定で
す。詳しくは後日お知ら
せいたします。

