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副校  長 工藤 由美子    

 学校に、子どもたちの声と笑顔が戻ってきました。2段階

の分散登校、午前授業を経て、慎重にゆっくりと、でも着実

に本来の学校の姿に戻りつつあります。そして、それを見守

る教職員自身も元来の笑顔と活気を取り戻しつつあります。

子どもたちが元気になると、周囲の大人も元気になります。

保護者の皆様には、これまでの様々なご理解ご協力に感謝申

し上げます。 

 世界で一番歌われている歌は何かご存知ですか？正解は

「Happy Birthday」です。世界には約80億の人がいて、

毎日が80億の命が生まれた誰かの誕生日に当たるからで

す。最近では、2度歌うと約30秒になり、手を洗うのに適し

た時間になるので、さらにその数は増えているでしょう。 

この「Happy Birthday」という曲は、120年以上前に

アメリカでつくられた「Good Morning to All」という

曲が原曲です。 

Good morning to you、 

Good morning to you、 

Good morning dear children、 

Good morning to all 

「全ての子どもたちにすてきな朝を」。そんな当たり前の幸

せを歌った曲です。素直ですてきな詩です。もし、この歌が

この歌詞のままで、毎朝、世界中で歌われたら、もっと「世

界で一番歌われる歌」になるでしょう。 

 今年度、本校の生活指導で特に大切にしているのが、「あ

いさつ」です。学校のいろいろな場所に学校長自ら作成の「あ

いさつレベル５」が掲示されています。 

レベル１ 相手の目を見てあいさつができる。 

レベル２ 相手に伝わる声で明るくあいさつができる。 

レベル３ 自分から先にあいさつができる。 

レベル４ 先言後礼で丁寧にあいさつができる。 

レベル５ 様々な場面で様々な人にあいさつができる。 

異動してきた私にとって、仲六郷の子どもたちのあいさつ

はとてもすてきです。口先でことばを発するだけでなく、会

釈を伴い、にこやかでさわやかな笑顔を添えたあいさつで

す。先にあいさつしてくれる子は、新しい副校長を認知して

いることがわかります 

すてきな朝のあいさつが今日もできること、明日もできる

こと。数か月前、それは当たり前の日常でした。でも、今は

それが決して当たり前ではないことだと誰もが知っていま

す。だからこそ、一回一回の「おはようございます」を大切

に、これからもあいさつを交わしていきたいです。  

 

 

 

          生活指導委員会 安澤 昂平 

 一斉登校も始まり、子どもたちも学校での新しい生活様式に慣れ

てきています。しっかりと手を洗うことや密を避けることなど、子

どもたち一人一人が自分で考えて行動することができています。今

月も引き続きご家庭でも帰宅時の手洗いや換気、外出時にマスクを

着用するなどの対策をお願いします。また、気温が上がり、暑い日

が続くようになってきましたので、熱中症予防として日差しが強い

日には帽子をかぶせて登校させるようお願いいたします。 

 

 

 

1 水 委員会紹介 SC 

2 木 保護者会（1・2年 14：30～）  

3 金 補習① 保護者会(3・4年 14：30～) 
 

4 土 
土曜授業 保護者会(5・6年 11：15～)      

補習教室① 地域教育連絡協議会 
  

5 日  
 

6 月 全校朝会 安全指導日 委員会活動 
 

7 火  
 

8 水 読み聞かせ  SC 

9 木   

10 金 朝読書 補習② 
 

11 土    

12 日  
 

13 月 全校朝会 避難訓練(水害)   

14 火    

15 水 仲よしキッズタイム SC 

16 木    

17 金 朝読書 補習③ 
 

18 土    

19 日  
 

20 月 全校朝会 クラブ活動   

21 火    

22 水 大田区学習効果測定（4～6年）＜予定＞ 
 

23 木 海の日   

24 金 スポーツの日   

25 土 
 

 

26 日 
 

 

27 月 全校朝会 クラブ活動 心臓検診（1年）  

28 火 
 

 

29 水 
 

SC 

30 木 
 

 

31 金 補習④  

◆終 業 式：８月７日（金）  

◆夏季休業日：８月８日（土）～８月２３日（日） 

大田区立仲六郷小学校 

令和２年６月３０日 

校 長   山 本 秀 一 

７月の生活目標 

「学校の新しい生活の仕方になれよう」 

７月の主な学校行事 

 

SC  PTA 校庭開放等 

 

Good Morning Dear Children 



 

 

 

特別活動主任  矢沢 建治 

一斉登校が始まり、仲六小の全児童が学校に集まりま 

した。休校期間中や分散登校中には実施できなかった、 

委員会活動やクラブ活動、仲よしキッズ、集会活動など 

も徐々に始まります。しばらくは、新型コロナウイルス 

の感染予防対策を取りながらの実施となるため、昨年度 

と同じように活動することが難しくなります。そのよう 

な中でも、活動内容を工夫し、子どもたちが主体的に取 

り組むことができるようにしていきたいと思います。 

 

○委員会活動・クラブ活動・集会活動 

 委員会活動は６月２９日（月）に１回目の活動が行わ 

れました。各委員会で委員長を決めたり、１年間の活動 

内容を話し合ったりしました。委員会活動・クラブ活動 

共に、今後も活動内容や活動場所に配慮して実施します。 

児童集会は当面の間、校内放送での集会を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  仲六小を支える各委員会の委員長、よろしく！ 

 

○仲よしキッズ 

 １年生～６年生までを各組４班ずつに分けて行います。 

６年生は各月の活動の計画を立て、担当の先生と打ち合 

わせをし、活動の際の進行を務めます。今年度は、４月 

に６年生が１年生のお世話をする活動ができませんでし 

た。その分まで、６年生には最上級生として下級生のお 

世話に責任をもって取り組んでほしいと思います。 

 

○１年生を迎える会 

 ６月２６日（金）に１年生を迎える会がありました。 

全校朝会を校内放送で行っているため、１年生から６年 

生まで全員が一同にそろう機会はこの日が初めてでした。 

１年生からは音楽に合わせたダンスの発表がありました。 

 

 

 

  外国語担当 武田 ひかり 

 令和2年度から新学習指導要領が施行され、小学校の外国

語は大きく変わりました。高学年は「外国語科」として教科化

し、国語や算数と同様に３段階の評価が付きます。また、年間

７０時間の授業時数が設けられ、週２回の授業を行います。学

習内容は読む・書く活動が導入されたのが大きな変化です。中

学校の学習に向け、アルファベットは大文字も小文字も確実に

書けるようになることを目指します。中学年は文章での評価を

年間１回以上行います。低学年は必修の活動として定められて

いませんが、大田区では「大田区外国語活動」として、年間８

回の授業を行います。臨時休業期間による時数調整のため、ど

の学年も本来の授業時数よりも少ない授業数となりますが、学

習内容はすべて終えられるよう工夫して進めていきたいと思

います。 

また、本年より新しい外国語教育指導員が着任いたしまし

た。アメリカ シアトルから来日された、Monica Dowd（モ

ニカ ダウド）先生です。１年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者会 

★今年度最初の保護者会です。今回は、３密を避けるため

に体育館で行います。低・中・高学年合同保護者会後、

学年に分かれて行います。ぜひご参加ください。 

1・2年 7月 2日（木） 14：30～ 

3・4年 7月 3日（金）  

5・6年 7月 4日（土）：11:15～ 

場所：体育館（マスク着用・スリッパ持参） 

体調が優れない場合は、出席をご遠慮ください。 

算数補習教室・土曜補習教室 

１回目 ７月 ３日（金）・４日（土） 

２回目 ７月１０日（金） 

３回目 ７月１７日（金） 

４回目 ７月３１日（金） 
会 場 多目的室 

（都合により算数少人数教室に変更の場合もあります。） 

※参加児童には、担任から詳しいお便りを配布します。

※補習教室は全学年、土曜補習教室は３年生以上が対象です。 

 

★学校だよりは次号から２５日ごろに発行します。 

特別活動について 

 

外国語・ALT 紹介 

※感染症対策のため、

ALT はフェイスシール

ドを着用して授業を行

います。 



 


