
  

 

 

 

 

            「久しぶり」が 

気付かせてくれること 

             ～２学期スタートに寄せて～ 

校長  島野 歩 

 

 

今年は暑い暑い夏でした。学校の樹々に集まってくるセミたちは、それはもう元気いっぱ

いの大合唱！アブラゼミが元気だった８月初めと比べ、このところはヒグラシが大活躍！ 

少し涼しくなってくると鳴き出すヒグラシを合図に、夏の終わりを告げています。 

 さあ、２学期スタートです。新型コロナの勢いはまだまだ衰えを見せず予断を許さぬとこ

ろですが、感染予防対策を徹底して講じるとともに、 

子どもたちの健やかな学びを創っていきたいと 

思います。 

 

今年は例年より短い夏休みではありましたが、 

子どもたち同士、今日は最長３週間の「久しぶり」です。 

思えば、今年は「久しぶり」に多く出会っている気が 

します。 

 ６月の学校再開初日の「久しぶり」。一人の部屋で 

歌を歌う「久しぶり」。夏の夕暮れに近所を散歩する 

「久しぶり」。このように、たくさんの「久しぶり」 

の出来事に出会って気付いたことがあります。 

 

 それは「久しぶり」という言葉は、忘れかけている大切なものを思い出させてくれる言葉 

でもあったということです。 

 子どもたちにとっての「久しぶり」は何でしょう。忘れがちな「久しぶり」を考えること

で、大切な何かに気付けそうです。 

 今日の子どもたちの「久しぶり」の笑顔を大切に、２学期も一人一人との絆強く進んでま

いります。 

  

２学期も保護者の皆様の温かいご支援・ご協力に感謝しながら、教育活動を進めてまいり 

たく存じます。変わらぬご支援の程どうぞよろしくお願い申し上げます。そして、子どもた

ち・保護者の皆様のご健康を心からお祈りいたします。 
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子どもたち 

からの 

夏だより！ 

ステキです。 

 

 

 

 

 



  

◆2学期の行事について◆状況によっては、変更もありますことご承知おきください。 

① ９月７日（月）全校遠足 中止 

＊8月にはいってから現在におけるまでの東京都ならびに周辺地域の感染者数推移 

を鑑み、全学年における移動による感染リスクを避けるため、中止といたします。 

キャンセル料は現時点において発生いたしません。旅行代理店手数料一人当たり 

110円は、学級費より支出させていただきます。 

    ＊9月 9日（水）は年間予定通り、休業日といたします。 

 

② ９月１６日（木）ＴＯＫＹＯ ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＴＥＷＡＹ 中止 

＊現地のイングリッシュテイチャーのマスク・フェイスシールド使用にあたり 

 英語活用効果を鑑みて、今回は見送りといたします。 

 

③ 9月 25日（金）運動会 実施 

＊ただし、校舎内が密になることを避けるため、保護者参観は無しといたします。 

 後日「はい チーズ」にて、保護者の方には児童の活躍ぶりをご覧いただきます。 

＊感染症対策がとれる競技の範囲で行う縮小型の運動会といたします。 

＊全校児童 2時ごろ下校の予定です。（補習・放課後遊びなし。） 

＊詳細は後日お知らせいたします。 

 

④ 10月 3日（土）文教バザーにかわり「文教マーケット」 実施 

＊父母の会・学校共催の催し物となります。 

 三密にならぬよう、感染予防策を徹底し、進めてまいります。 

 

⑤ １０月７日（水）8日（木）9日（金）授業参観 中止 

＊保護者の方の参観はございません。通常通りの授業となります。 

 

⑥ 10月 13日（火）校内弁論大会 実施 

＊講師に、元文教大学講師：早川明夫先生をお招きいたします。 

 

⑦ 11月 24日（火）25日（水）5年生 6年生 茶道教室 実施 

＊講師に、茶道の中澤宗寿先生をお招きいたします。 

 

⑧ 12月 5日（土）伝統芸能鑑賞教室 実施 （児童のみ鑑賞） 

＊民族歌舞団「荒馬座」による「実り・祈り・命のまつり」：荒馬踊り・エイサー等 

 

⑨  12月 12日（土） 父母の会講演会 実施 （保護者のみ参加） 

＊辻井いつ子氏によるご講演（ピアニスト辻井伸行氏のお母様） 

 

⑩ 各学年・社会科見学・生活科見学 実施  34年生酪農体験 実施 

＊日時については、各学年からお知らせいたします。 
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２学期 教育懇談会 ご案内 

＊教育懇談会の目的 

お子様を真ん中に、学校と保護者の皆様で、情報共有を行い、今後のお子様の 

 教育活動をより豊かなものにしていくために実施しております。 

 今回は、本校内における初めての教育懇談会となりますので、新しい年度に 

なってからの学級・学年の雰囲気を、保護者の皆様にも肌で感じていただければ

と存じます。 

ただし、新型コロナの感染状況も鑑み、ご希望の保護者の方には、ご来校では 

なく、Ｚｏｏｍによる教育懇談会ライブ配信も受け入れの予定でおります。 

詳しくは、下記をご参照の上、ご希望の方は連絡箋にてお知らせください。 

あらためてご案内させていただきます。 

   

 

 

８月２８日（金）２学期 教育懇談会について 

ご案内させていただきます。新型コロナ感染

予防の環境整備を尽くし実施させていただき

ますので、ご出席の程どうぞよろしくお願いい

たします。なお、状況によっては実施予定が 

変更になる場合もありますこと、ご承知おき 

ください。  

教育懇談会実施における 

      新型コロナ感染予防対策 

① 教育懇談会全体会は、密を避けるた

め一同には集まらず、各教室にて 

オンタイムでＺｏｏｍ配信を電子黒板 

にてご覧いただくご参加となります。 

② 学級懇談会はマスク・手消毒は必須

とし、各学級でご参加いただきます。 

③ 教室内は、換気を徹底し、空気清浄

器を稼働させます。 

④ ご来校の際には、恐れ入りますが 

非接触式の体温計での検温への 

ご協力よろしくお願いいたします。 

教育懇談会オンライン参加希望について 

■オンライン希望申し込み方法： 

お子様の連絡箋にてオンラインご希望の旨 

ご連絡ください。担任から、Zoomの IDと 

パスワードをお伝えいたします。 

オンラインでのご希望締切 ８月２７日（木） 

■留意点：担任からお伝えいたしました ID と

パスワードは外部に漏れることがないよう

ご留意ください。教育懇談会開始時間の 

５分前には、オンラインにて入室ください。 

オンライン参加の方のご質問はお受けで

きませんこと、機器のトラブル等には対応

できかねますことは、あらかじめご承知お

きください。 

 



                               
 

令和２年度 第２回 教育懇談会 次第 

      ＊令和 2年 8月 28日＊ 
 

第 1部：Zoomにて（１４：００～１４：３０） 

 

①  学校長 挨拶 （島野） 

  2学期 学校経営方針 

  2学期・3学期 学校行事の見通し 

  Google For Education導入にあたり 

  校内着 Newデザインについて 

  付属中学推薦の変更点（中学より） 

  子どもたちの様子から 

②  教頭 挨拶 （田中） 

 

第 2部：各教室にて（１４：３０～１５：３０） 

 

① 各担任より 2学期学級経営方針 

② 学習・生活について 

③ ２学期 行事予定 

④ その他 

 
＊新型コロナ感染予防のため、入室前の検温ならびに手指の消毒に 

 ご協力の程よろしくお願い申しあげます。 

          

 



8･9月の行事予定

日 月 火 水 木 金 土

 8/25 26 27 28 29
始業式　8:30 教育振興事業 防災の日 教育懇談会　14:00 避難訓練(全校）

　B時程4校時 引き取り訓練(1年)

30 31 9/1 2 3 4 5
休業日

　

6 7 8 9 10 11 12
休業日 避難訓練 休業日

13 14 15 16 17 18 19
第4回学校説明会

21 22 23 24 25 26
敬老の日 秋分の日 運動会　予行 運動会

27 28 29 30

8・９月の生活目標

　重点目標〈文教っ子八ヶ条　第一条　大きな声であいさつ・返事ができること〉
　◎ 礼儀正しい生活をしよう
　◎ 食事のマナーを守ろう

・ 生活のリズムを整えて、学校生活を送る。・感謝の気持ちをもって残さず食べる。
・ ハンカチとちりかみを身に付け、手洗いうがいをする。

　

◎　登下校の気持ちよいあいさつを！　〈文責：教頭田中　宏一〉

　夏休みが終わり、元気な声が学校に戻ってきました。学校は、やはり子どもたちの声が
一番です。朝、坂を上ってくるときから聞こえる元気なあいさつは、心をウキウキさせて
くれる不思議な力をもっています。また、下校時の元気なさようならは、一日の活動が充
実していたことがとてもよくわかります。
　２学期もまだまだ新型コロナの感染状況がどうなるか予断を許しません。しっかりと衛
生面に気を付けて学校生活を送っていきたいと思います。そして、登下校の安全、見守り
も兼ねて、元気にあいさつをしたいと思います。
　気持ちよく一日を始める「おはようございます」と、一日頑張っ
たあかしの「さようなら」を、みなさんから聞こえてくることを期
待しています。
　２学期の初めの重点目標は「大きな声であいさつ・返事ができる
こと」です。１学期にしっかりとできていたことをもう一度見直し
て、いろいろな場面で、気持ちが晴れやかになる元気な挨拶をみん
なでできるようにしていきましょう。
　ぜひ各ご家庭でも、朝から気持ちのよいあいさつの習慣づけをこ
の機会に一緒に見直していただけるとありがたいです。どうぞよろ
しくお願いいたします。
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