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森も見る！

～厳しい状況の今こそ
校長

絆を！～
島野

歩

7 月下旬から爆発的に拡大した新型コロナウイルスの感染。
自分の生命、皆様の生命を愛しみ、大切に思う日々が
続いています。
そして、本日の 2 学期始業式。子どもたちの笑顔を
笑顔で迎えられたことが、まずは喜びです。そして、
夏季休業中も温かい励ましをくださり、子どもたちを
導いてくださった保護者の皆様に感謝いっぱいです。
学校としては、これからが重要と考えます。
子どもたちの生命を守り抜くこと、子どもたちの安全を
考え抜くこと。今こそ、子どもたちとの、保護者の皆様

子供たちの

との「絆」を強くかたく、思いや情報を共有し、ともに
進んでいきたく思います。

キラキラと

感性は
いつの日も

輝いて
います。

「木を見て森を見ず」という言葉をかみしめています。
一本一本の木に注意を奪われると、森全体を見ることが
できなくなる。英語のことわざ「You cannot see the wood for the trees.」の
通りです。
厳しい状況の中で悶々としている状態は、まさに「木」しか見ていない姿。しかしながら、
いろいろな人に相談したり、話をしたりすることで、自分の頭の中や気持ちが整理できたり
します。視点を変えたり、物事を柔軟に考え視野を広げることで、できないと思っていたこ
とが、いとも簡単にできることがある！このような状態は「森」が見えてきた姿に違いあり
ません。
「木も見て森も見る！」
・・・・厳しい状況だからこそ、既成概念を捨て、さまざまな
解決の糸口を子どもたちの笑顔につなげていきたいと強く思っています。
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、お子様を
はじめ保護者の皆様のご健康を心からお祈りいたします。

◆コロナ禍における２学期学校経営方針
学校長

島野 歩

●学校においては、「密」を避ける、「マスクの着用」及び「手洗い・うがい等 衛生
管理の徹底」「消毒」「換気」など基本的な感染対策をひとつひとつ丁寧に実践し
「子どもたちの生命と安全」を第一とした学校生活をすすめていく。
●東京都はじめ周辺地域の感染状況に応じた感染症対策を徹底して講じると共に
可能な限り、授業や各種行事等の教育活動を継続し、子どもたちの健やかな学び
を保証していく。ただし、子どもたちの生命を第一に考え、必要とあらば速やかに
中止の決定とする。
●感染症予防を徹底しつつも、感染者が確認された場合には、迅速かつ的確に対処
することができるよう、衛生主管部局との連携や、学校医等の専門家との連携に
より学校における保健管理体制を築いていく。
●学校内ならびに学校関係者に感染が確認された場合には、感染者や濃厚接触者
にあたる児童・保護者・教職員等への差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などがなき
よう、徹底し人権を守り抜く。
◆最近の感染状況から
●7 月下旬からの爆発的な感染の勢いは、もはや災害レベルともいわれおり、
子どもたち一人一人の大切な生命をお預かりする学校として、強い危機感と
責任を感じています。
今まで感染予防対策として行ってきた「密を避けること」「手洗い・うがい・消毒」
「換気」を、あらためてひとつひとつ丁寧に実践していくことで、子どもたちの
生命と安全を徹底して守ってまいります。
どのような厳しい状況にあっても、子どもたちの笑顔を失わないために。

「生命を守る」学校生活 Q＆A
Q 子どもたちの生命と安全を守るべく 今後の学校生活としての方針：
「密」を
避けるポイント、
「クラスター」を生まないための工夫があれば教えてくださ
い。
A ①朝は「健康チェックタイム」を設けます。
検温・体調チェック（鼻水・咳・頭痛・倦怠感等）の徹底を行ってまいり
ます。
②毎日、検温を含めた健康チェックをご家庭にはお願いいたします。
（リーバーへの記録を忘れずにお願いいたします。リーバーの内容は、担任
をはじめとし、養護・管理職で共有し、お子様の体調を見守ります。
）
③各教室の座席は、
「密」を避けるため、最大限、距離をとります。
前後の関係も、飛沫を避けるため、工夫して配置します。
学習形態においても、グループ活動は避けます。
④昼食時はグループにならず、前を向いて黙食でいただきます。
⑤マスクは必ず着用していただきます。
（教員も必ず着用します。
）
＊マスクは、
「不織布の使い捨てマスク」を推奨いたします。
（運動時等のマスク着用においては熱中症対策に留意いたします。
）
⑥体育における身体接触を伴う活動（球技におけるゲーム等）は制限して
まいります。
体育は可能な限り屋外で実施し、屋内で実施する場合には呼気が激しくなる
運動は避けます。授業後の手洗いは徹底いたします。
⑦音楽の合唱・管楽器を用いる活動は、しばらくの期間、控えることといたし
ます。授業後は手洗いを徹底いたします。
⑧家庭科においては、調理実習はしばらくの期間、無しといたします。
⑨理科・生活科等、子どもが対面で操作したり、顔を寄せ合い観察したりする
実験等は制限してまいります。
⑩手洗い・うがい・消毒・換気を徹底いたします。空気清浄機は常時稼働さ
せ、加えて換気と冷房・冬季には暖房を併用してまいります。
⑪一日に複数回、定期的に教室やトイレを消毒いたします。

Q 今後休校となった場合 あるいは 新型コロナウイルスの次の大きな波がきた
場合の学習の進め方は、現在と変わりますか。
A オンラインを活用した Zoom ホームルーム、学習コンテンツを基盤とした学
習、PC を活用した授業等、状況に応じて、どのような手立てを使っていくこ
とが学習効果として有効であり、
「どの子も置いていかない授業展開」となる
かを基準に考えてまいります。そのためにも、どのような状況になっても対応
できるお子様自身の ICT スキルを今後も高めてまいります。9 月 17 日（金）
には、過日お知らせさせていただきました予定通り「Google Try Day」を
実施し、PC を通して学校とご自宅でのお子様とつながることを体感していた
だきます。任意ではございますが、ぜひともご参加ください。

Q 今後はどのような登下校となりますか。
A 登校については、登校時間幅を 1 時間に広げます。
（7 時 40 分～8 時 40 分）
混んでいる電車やバスをできるだけ回避していただき、1 本や 2 本見送っても
間に合うように登校時間幅をとります。こちらの策は、2 学期いっぱい継続し
てまいります。下校については、乗車する電車やバスの密を避ける上で、学年
を分けて時差下校といたします。

Q 6 年生の中学受験対策は、どのようになっていきますか。
A 中学受験を控え、新型コロナウイルスで厳しい状況にあっても、学びをすすめ
ていける体制を 6 年生において構築していきたいと考えます。日々の補習授業
は、通常どおり実施いたします。感染予防策を徹底した上での授業体制を整え
てまいります。
（4 年生・5 年生においても通常通り補習授業を実施します。
）
中学受験直前の冬季休業中の補習授業も、実施を予定しております。
（状況によ
り変更の場合は早めにお知らせいたします。
）
10 月 16 日（土）に予定しておりました 5・6 年生対象「時事問題講座」は、
予定通り実施といたしますが、今年度からご参加を予定しておりました保護者
の方の参加は、感染防止のためご遠慮させていただくことといたしました。ご
予定してくださっていた保護者の皆様、誠に申し訳ございません。時事問題の
プロ早川明夫先生を講師としてお迎えし、有意義な時間としていきます。

２学期 教育懇談会 ご案内
８月３０日（月）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、ご理解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。
ただし、現在の厳しい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付けます。
Zoom 配信ご希望の方は、8 月 26 日（木）まで担任へお知らせください。
あらためてご案内させていただきます。

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。

次第（予定：変更の場合もあります）
●第一部：各教室（１４：００～１４：５０）
学校長

・あいさつ（島野）
２学期

学校経営方針（島野）

・あいさつ（田中）
・本校の防災教育（濵﨑）
・ＩＣＴ教育の推進（太田・神嶋）
・子どもたちの心と身体（中島）
●第二部：各教室（１５：００～１６：００）
各担任より２学期学級経営方針
学習・生活について
２学期行事予定
その他

引き渡し訓練（今年度は１年生のみ実施）
はじめに
毎年、本校の防災教育の一環として、とても重要な位置づけと
なっている「引き渡し訓練」ですが、今年度は、新型コロナ感染
防止のため、まだ引き渡し訓練の経験のない「１年生」を限定と
して、訓練を実施させていただきます。
しかしながら、有事・災害が発生した場合には、お子様の生命第一を前提に、迅速に「引き取り依頼」
を発令させていただく覚悟であります。その際は、保護者の方のご協力が必須であります旨、ご理解
とご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。
学校長

１

歩

日時
８月２８日（土）
１０時２０分 地震発生（想定）
地震おさまる（想定）引き取りご依頼配信メール送信（１年生のみ配信）
１０時３０分

２

島野

引き渡し開始（１年生のみ・２～６年生は通常下校）

ねらい
緊急時における児童の安全確保と保護者の皆様との連携をスムーズに行うため、
訓練を実施し、より安全でより安心できる児童の環境を整え、緊急時に備える。
〇児童の安全な引き渡し
〇安全な下校経路の確認（保護者・児童）

３

想定
① 烈震：震度６の大地震が発生。
② 児童を安全な場所で保護します。集団下校やファミリークラブへ移動するなど
安全が確保できないため、下校させることはいたしません。
③ 直ちに授業を打ち切り、配信メールで児童の引き渡しをお知らせします。
地震による電波障害等、メールが届かなくなることも予想され、全く連絡が
つかないことも想定されます。お迎えがあるまで、児童は責任をもって学校で
保護します。

４ 時程

8･9月の行事予定
日

月

火
8/24

水

木

25

始業式 8:30

金

26

27

28

教育振興事業

防災の日

避難訓練(全校）
引き取り訓練(1年)

B時程4校時

29

30

31

9/1

2

3

教育懇談会 14:00

5

12

14

13

4
休業日

7

6

土

8

9

10

11

休日

休日

避難訓練

同窓会講演会

15

16

17

18

Google TRY DAY 第4回学校説明会

19

21

20

22

23

敬老の日

26

28

27

24

25

秋分の日

29

30

3＆４：スリー＆フォー ACTIBITY
３年生、４年生校外学習（日帰り２日間）

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。
さて、まだまだ新型コロナの感染爆発がおさまりません。一人ひとりが、衛生面に気を
付けながら、みんなで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。２学期もどうぞよろしくお願いします。

