
鷲難でに何度も耳にしてきたことかと思います
が、今、私たちに求められているのは、新しい生

活様式への順応力です。私はバスを使つて通勤

しているのですが、以前に比べて運行本数が減

り、運転手さんの周りには保護シートが貼られ、

最前夕Jの 2席は使用禁上、乗客の立ち位置も運

転席後方のラインより奥へ、といつた対策が現在

も取られています。雨の日などは、利用する乗客

の数も増え、密な状態での移動時間を過ごすこ

ととなります。もちろん、誰一人おしゃべりはじ志

せん。マスクをつけた状態で、ひたすら目的地に

至」着するのを待っています。誰もが、『これは避

けでは通れない状況で、乗り合わせた乗客それ

ぞれに、然るべき理由があってここに居る』のだ

と、混雑の原因の一旦が、自分の存在にもあると

いうことを感じながら乗つているのだと思います。

鶴キQもうすぐ夏休みが始まりますが、今年の
夏休みはどんな風に過ごせばよいのでしょうか。

『夏休みだからこそできる体験を!』 と言っても、

外出や移動に制限がかかれば、旅先での体験的

な活動は自粛を余儀なくされてし志います。手

軽に体験して 見学して学べる場所がぐんと少

なくなることでしょう。これでは、夏休みも臨時

体業期間中と変わらないのでは?と 思つてい訣

せんか。いえいえ、全く違います。学校が再開さ

れてからの 2か月間、子どもたちは、クラスの仲

間 学年の仲間 lB任 の先生 学年の先生 専科

の先生など、様々な人とかかわり学習を深め、認

める 認められる、活動する喜びや楽しさを実感

してきています。4月 5月の、担任の顔もまだよく

お知らせ

副藤 出 内 江 美

わからない状態で始まつた学習課題への取組と

は違い、この夏に頑張つた先には、先生や友達

の賞賛や驚きが期待されるのです。やりがいも

あるというものです。

顆 ろん、褒めてもらいたい ら藤 るのは

いささか動機としては不純でもありますが、自分

のモチベーションアップの手段に利用するのは、

悪いことではないと思います。結果が思うように

出なくても、人のせいにするのではなく、自分に

足りなかったところを反省し、次へのステップに

踏み出す力にする、そんな子どもたちであって

ほしいと思います

繭神 の中旬頃、下校時の昇降□付近で『ねえ

ねえ、今年の自由研究何にする?去年はね…。』

という中学年男児数名の楽しそうな会話が耳に

飛び込んできました。内心 (今 年は自由研究を

課題にしない学年もあったなあ。大文夫かな

あ。)と 思いつつも、たとえ自由研究が課題にな

いと知らされても、「やりたいテーマがあったの

で取り組んでき訣したlJと 、先生に提出してくれ

ると嬉しいなと、会話を聞きながら思つたもので

した。さてさてどうなることでしょう。

‐mみ の使い方は自分で決められます。小学

生としてやるべき課題ももちろん出されますが、

何をしたいか、何ができるようになりたいかを自

分の心と向き合い、ぜひ過ごし方を考えてほし

いと思います。人任せではなく自分で考える。こ

れこそが、今の目まぐるしく変わる世の中に、真

に求められる力なのではないでしょうか。

図I専科の青柳―海教諭が、7月 7日 より産体に

入りました。出産予定は 8月末です。
代わ りに、村野 正徳 (む らの まさのり)先生
が図工を指導しています。
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8月 の行事予定
日 曜

土 夏季体業曰始

2 曰

月

41 火

5 水

6. 本

7 金

8 土

9 日

10 月 山の日

11 火 学校閉庁日始

12 水

131 本

14 金 学校閉庁曰終

15 土

16 曰

17 月

18 火

19 水

20 本
０
こ 金

22 土

23 日

24 月 夏季体業日終 PTA安全点検 (16:00)
25 央 特月」時程 最終下校 12:15 始業式 lh

26 水 給食始 委員会 SC来校曰

27 本

28 金

29 土

30 日

31 月 午前授業 研究授業5h

8月 25日 (火 )

【登校時間】
8 :15～ 8 :25

【下校時刻】
12:15頃 (給食無)

【持ち物】
上履き、連絡袋、連絡帳、

夏休みの宿題、通知表(押印、

保護者から欄記入)等

他、学年便りを参照してください。

2学期保護者会
今年度1回目の保護者会|こなります。

ご都合をつけて、是非ご参加<ださい。

【時間】l aoo～ 16Ю O(予定)

【内容】①校長より
②学年より
③PT∧関連
④その他

「
l臓嘔

:

:

:  今年度は、感染症拡大防止のため実施することのできな

: かった「 1年生を迎える会」の代わりに、 1年生と休み時

: 間に遊んだり、お祝い動画を作成したり、フレゼントを渡

: 天沼小の仲間として、 1年生を迎え入れようとする気持ち
: を一人一人がしって活動に取 り組みました。 1年生は、お
: 返しに元気のたくさん詰まった「お礼の動画メッセージ」
: を全校に届けました。天沼小の一員として、 1年生が学校

: 生活によリー層慣れ親しんでくれることを願つています。
し _________― ― ― ― ¨ ― ― ― ― ― ― ―

1年 9月 3日 (木 ) ア リーナ

2年 9月 1日 (火 ) アリーナ

3年 9月 7日 (月 ) アリーナ

4年 9月 4日 (金 ) アリーナ

5年 9月 9日 (水 ) アリーナ

6年 9月 15日 (火 ) アリーナ

こだま1組 9月 1日 (火 ) こだま学級

こだま2組 9月 3日 (本 ) こだま学級
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5年 1組 横尾 未夏

1学期は、コロナで自じゅくをして学校で

過ごす時PB3が少なく、行事も出来なかったけ

れど、高学年という意識をもつて、委員会で

毎日仕事をしたり、同じ3階にいる2年生と

たまに遊んだりしました。今、こういう時期

にできるかざりの事ができるようにしました。

今後、低学年とふれ合える時間が増えたら、

もつと低学年と遊んだり、教えてあげたりし

たいです。

2学期は、最高学年の 6年生に負けないく

らい、委員会で積極的に活動し、他の学年と

もつとふれ合って、低学年のお手本になれる

5年 2組 斎藤 寧々花

私が 1学期頑張つたことは、「今までなか

なか関われなかつた、そんなに関わつていな

かつた人たちと仲良くすることJで した。

「姿勢をよくする」や「たくさん発言するJ

などでもよかったのですが、「5年 2組に早

くなじみたいJと 思つたので、これをがんば

る事に決めました。

このことをめあてにしてから、少しずつ友

達が増えてきました。最初は近くの席、それか

らゲームや中休みに遊んだりするなどして、た

くさんの子とも仲良くすることができました。

もうすぐ 1学期も終わり、夏休みです。 2

5年 3組 関根 俊弥

白しゅく期間の影響で、 1学期がだいぶ少

なかつたけれど、その期間があつたからこそ、

みんなとの「きずな」が深まり、学習面でも

気持ちが引きしまり、みんなでがんばってい

けたと思います。

1学期を通して、改善したらいいところに

も気付きました。特に、話を聞くときに「静

かに」という言葉がみんなから出てくるとこ

ろ、お互いに注意し合ったことを 1回で間け

るようにするところは、みんなと相談じ改善

していきたいです。「高学年にふさわしい」

という一言をめざして高学年の仲間入りをし

たので、自覚をもつた行動ができるように努

ようにしたいです。あと約 1年で天沼小の最

高学年になるので、それまでに自分は 100
%になり、友達や低学年に教えてあげられる

ようにしたいです。そして、クラスや学年で

協力し合って、今まで以上の天沼小を作つて

いきたいです。そのために、高学年という意

識をもつて行動していきたいです。低学年の

ころに、いろいろな行事のうらで5 6年生

に支えてもらったので、自分たちもそういう

人たちのようになりたいです。そして、これ

からも学校生活を支えてくれる人たちに感じ

やして、学校生活を送っていきたいです。

学期になつた時、その時はもつといろいろな

人たちと話せるようになりたいです。特に来

年は最高学年の 6年生です。たてわり班や委

員会など、下級生と関わることも多くあると

思います。日々の生活から、 5年生以外の人

たちとも遊んだり、話をしたりして、学校全

体の人たちと絆を深めていきたいです。

2学期のめあては、「友だちを大切にする

ことJです。 1学期にできた友達を言葉など

で傷つけず、もつと仲良くできるようにした

いです。天沼小を笑顔でいつぱいの学校にし

たいです。

力していきたいです。

いいところもたくさんありました。その一

つは、みんなが自分から「手を洗おうよ。」

などと声をかけ合つていることです。これら

の声のかけ合いは、どの学年にもゆずれない、

とてもいい行動なので、続けてしヽきたいと思

つています。

6年生の背中を追いかけて、みんなから信

用されるクラス、学年にしたいです。高学年

になつたからこそ、「自覚や責任」を意識で

きるように 1段ずつステップアップしたいで

す。 6年生に向けて、改善点を一つずつ減ら

し、記憶に残るいい 1年間を過ごしていきた

いと思います。
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Qeooo● A委員会黎介 Q● Ω β ● QΩ

学校の代表として、天沼小学校をよりよくする
ために活動しています。全校のみんなが楽しめ
るような企画を考えたり、ルールを守つて生活で
きるようなキャンペーンを行ったりしていきます。

校旗を
~0日

揚げ下げじ

ているのも代 表 委 員
です。

主な仕事は、あまぬま図書館の本の貸し出し

をすることです。新型コロナウイルスの影響で、

人数を減らして貸し出しを行つています。また、感
染症対策のため、カウンターには透明なしきりを
つけ、全校のみんなが安心して本の貸し借りが

できるようにしていま
す。また、図書館前には、
図書委員がオススメす
る本も掲示しています。

ウサギ2羽 とカメ3匹を飼育しています。天沼
小を見守つてきたチャボの「チャチャ」が昨年度
永眠しました。命をあずかる委員会として、責任
をもってお世話しています。今後は、動物たちに

ついて全校児童に知っ
てもらう活動を検討し
ています。

例年のような、全校児童がアリーナに集まる形

式の集会ができないため、動画による「リモート

集会」を計画していま
す。クイズなどを動画
で撮影し、各クラスで
取り組みます。

主な仕事として、石灰倉庫と体育倉庫の清掃
と、体力向上を目指した1分 間エクササイズ動画

の作成に取り組んで
います。全校のみんな
が運動を楽じめる環境
づくりに励んでいます。

主な活動は、リサイクルボックスの回収です。

毎週央曜日に各クラスのリサイクルボックスを回

収し、古紙をまとめる

活ellを 行つています。

学校全体がきれいになるように掃除をしたり、

落とし物がなくなるように声をかけたりしていま

す。また全校のみんなが学校をきれいにしようと
する意識を高められ
るようなキャンペーン

活動も考えています。

主な仕事は、給食の献立を全校に矢□らせるこ

とです。ホワイトボードに献立を書き、食材のマグ

ネットを栄養素ごとに

貼り分けます。配膳台

の掃除 にも取 り組 ん

でいます。

登校 下校のときや給食中に放送を流してい

ます。給食のときにはクイズや音楽、推理ゲーム

など、全校のみんなが楽しみながら給食を食べる

| ことができるように工
′  夫しながら活動してい

ます。

毎日担当を決めて水質検査を行つています。ま
た、各クラスのハンドソープの詰め替えや、新型

コロナウイルスなどの

注意喚起を促すポス

ター作りもしています。

F3再生紙使用


