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副校長  工藤 由美子 

今年度初の学校公開は、感染症拡大防止のため1家庭１名（但

し、兄弟がいる場合は２名）という条件を付けさせていただき

ましたが、９月４日（金）・５日（土）の２日間でのべ約 400

名の方に参観していただくことができました。さらに、保護者

の皆様には、マスクの着用・健康カードの提出・サーモグラフ

ィーの活用などにご協力いただき、心より御礼申し上げます。

本校の学校公開は大田区の中でも早く、運営については何度も

検討を重ねてきました。さらに２学期スタート早々に区内の小

中学校で陽性者が出たことで、学校公開を行うか否かという原

則にまで立ち返り、教育委員会や PTA、地域、関係者とも連絡

を取り合った上で行いました。アンケートから、「自宅では落

ち着きがなく集中力がない方だと思っていましたが、授業中し

っかり先生の話を聞いていて安心しました。」「算数の授業でも

数字だけでなく、『短い』『端』など的確な言葉を探していたこ

とに感銘を受けました。図工でも自分の言葉で作品を説明して

いたことに驚きました。」「昨年と比べ、授業に向かう姿が違い、

しっかり聞いていました。」「電子黒板を利用した授業が良かっ

たです。制限が続きますが、新しい授業の形を模索していただ

けたら嬉しいです。」学校生活をご覧いたくことで保護者の方

もご安心いただき、「マスクをしているためよりはっきりと話

すことが大切だと思った。」のように課題を共通理解できたこ

とは、学校公開というチャンスを頂いたことに対する大きな成

果だと考えています。 

１０月３日（土）の運動会でも感染症対策として、低・中・

高学年の３つの時間帯に分け、種目を限定し、短時間で実施し

ます。保護者の皆様には、学校公開と同様、健康チェック表の

提出や参観は各家庭未就学児を含め２名までとさせていただ

きますが、どうぞご理解ご協力賜りますようお願い申し上げま

す。 

臨時休業で出遅れた学習を保障しながら、長い２学期を子ど

もたちにとって意欲と充実感にあふれたものにするために、行

事はとても重要です。運動会をしないという選択もある中で運

動会ができるということは１つの「Chance」を与えられたこと

でもあり、コロナ禍での運動会は私たち教職員にとっての大き

な「Challenge」でもあります。子どもたちにも、様々な制限

があるからこそ今年にしかできないことに挑戦しようと指導

しています。日々の練習で子どもたちは

少しずつ「Change」しています。その変

化の積み重ねが「大きな成長」へとつな

がることをぜひ運動会で感じていただ

けたらと考えています。 

 

  

「外で元気よく遊ぼう」 

生活指導委員会 石井あゆ美 

過ごしやすい気候の日も増え、子どもたちは、休み時間

に外で元気よく遊んでいます。運動会に向けての練習も活

発になってきています。 

新型コロナウイルスの感染拡大による臨時休業以降、子

どもの体力低下が目立っているといわれています。遊具を

使った後の手洗いや、ソーシャルディスタンスの確保、マ

スクの着用などを意識しつつ、体力向上を図れるように指

導していきます。また、遊び時間の確保として放課後遊び

の再開についても検討を始めています。 

 

 

1 木 都民の日 尿検査(2次追加)  

2 金 運動会（児童鑑賞日）  

3 土 運動会（保護者鑑賞日） 
 

4 日 
  

5 月 振替休業日 
 

6 火 安全指導 歯科検診(1・2年) 卒業ｱﾙﾊﾞﾑ撮影 
 

7 水 歯科検診(3・4年) 午前授業 ALT   SC 

8 木 
 

 

9 金 歯科検診(5・6年) ALT（4～6年6時間授業）  

10 土 
  

11 日 
  

12 月 委員会活動⑥ 秋の読書週間始 
 

13 火 
  

14 水 仲よしキッズタイム ALT SC 

15 木 
遠足（3・4年）（年間予定から変更しています。） 

※5年校外学習は11/6社会科見学に変更  

16 金 避難訓練(地震) 補習⑦ ALT 
 

17 土 
  

18 日 
  

19 月 クラブ活動③ 
 

20 火 
  

21 水 ALT SC 

22 木 校外学習(1・2年) ALT 城南特別支援学校出前授業（5年） 
 

23 金 補習⑧ ALT 
 

24 土 
 

 

25 日 
  

26 月 秋の読書週間終 個人面談週間（～11/5）  

27 火 ALT  

28 水 就学時健康診断 午前授業 ALT SC 

29 木 ALT  

30 金 補習⑨ ALT  

31 土   
 

大田区立仲六郷小学校 

令和２年９月２５日 

校 長   山 本 秀 一 

１０月の生活目標 Chance Challenge Change 

～ 運動会を通して ～ 

10月の主な学校行事 

 
SC  PTA  



 

 

 

運動会実行委員会 黛 多聞  

 

 

例年とは異なり、感染症対策として、徒競走と表現運動の２

つの種目に絞って行います。コロナ禍でも表

現運動を通して、一人一人が目標をもって一

致団結した姿をお見せできるよう、発達段階

に合わせて工夫して指導しています。 

低学年「おまつり金魚」は、短調から長調に曲調が変わるユ

ニークな曲に合わせて全身で元気いっぱい表現します。中学年

「大江戸ダンス」は、アップテンポな曲に、流行りのダンスを

組み合わせた表現運動に取り組みます。高学年の「BOLERO～感

謝～」では、一人技を基本に縄跳びを取り入れた表現運動を行

います。集団として調和のとれた演技で、医療従事者や自分た

ちを支えてくれる人々への感謝を表現したいと考えています。 

スローガンは各クラスから提案され、代表委員会でまとめま

した。今年度は点数とは全く関係のない運動会ですが、それぞ

れの運動会に対する思いや誰かの思いに応えたいという心、一

緒に創り上げる友達への思いやりを大切にしたいと考え、決め

ました。スローガンを胸に、達成感を感じられるよう指導して

いきます。学校でも感染症対策ならびに、健康状態を十分に見

てまいりますが、ご家庭でも疲れをためないように引き続き

「早寝、早起き、朝ごはん」を心がけていただき、体調の管理

をお願いします。 

 

 
 

                          算数少人数担当  小山 文子  

 算数習熟度別学習は、３年生２コース、４～６年生３コース

に分けて授業を行っています。これにより、よりきめ細やかな

指導ができ、学力の向上につなげることを目的としています。 

 単元ごとに予習・復習の状況を把握するためにレディネステ

ストを行い、その都度クラス分けをしています。これにより、

発展問題までチャレンジするコース・教科書の内容を基準にす

すめるコース・導入から丁寧に時間をかけて既習の振り返りを

し、基礎が身に付くことを目標に取り組むコースの３コース（3

年生は２コース）に分けています。 

 少人数で取り組むことにより、「自分の力にあった内容や進

め方なので安心できる」という子どもからの感想をきくことが

あります。のびのびと学習することにより、その子どものよさ

を発揮しています。 

 私たちは、学年ごとに連絡や指導の工夫を相談し、より良い

指導ができるように検討しながらすすめています。 

 学校で学んだ算数の力をご家庭の実際の場面でも役立て、 

「算数は、楽しいね。」「算数の力を使うと生活が豊かになる

ね。」「もっと学びたい。」という声をたくさん聞きたいと思い

ます。ご家庭でも算数クイズやパズルなどを通して、算数の楽

しさを共有していただけたらと思います。 

 

 

 

図書部  小山 文子 

 今年度は、春の読書週間が休校中で実施

できず、夏休みも短期間だったため十分な

読書活動もできず・・・。  

 やっと、読書の秋の到来です！本校では、

１０月１２日～２６日までを読書週間として、読書の意欲

を高めていく働きかけをしていきます。 

 初めての取り組みとして、栄養士と読書学習司書が相談

し、「ナルニア国物語」に登場する「ターキッシュディライ

ト」というお菓子を１０月の給食に提供するそうです。こ

れは、高学年向きの本ですが、このほかに中学年・低学年

向きの本からも給食に取り入れて献立を考えてもらってい

ます。これをきっかけにして、「この本を読んでみたい。」

という意欲につながってほしいと思います。 

図書委員会では、自分のおすすめの本についてタブレッ

トを使って紹介する活動に取り組んでいます。コロナ禍で

も子どもたちは工夫をして図書委員の活動を広げる努力を

しています。 

 さらに、各学年の読書指導を読書学習司書と担任で相談

し「ブックトーク」の準備もすすめています。 

 これらどの取り組みも「読書活動を推進する」ことをね

らっています。何らかのきっかけをもとにして自分から「読

んでみたい。」「読書は楽しい。」という気持ちになり、多く

の良書に巡り合ってほしいです。 

 ご家庭でもお子さんといっしょに「読書の秋」に浸って

みてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算数習熟度別学習 

       

 

秋の読書週間 

 

運動会について 

日時 令和2年10月3日（土）保護者鑑賞日 

雨天順延日１０月４日（日）※ 

 

低学年の部 受付 8：50～  9：00～ 9：50 

中学年の部 受付 9：50～  10：05～10：50 

高学年の部 受付10：50～ 11：05～12：10 

 

感染症拡大防止のため各家庭２名（未就学児含む） 

健康チェック表のご提出にご協力ください。 

※ 詳しくは16日配布の「令和２年度運動会のお知らせ」

をご参照ください。 

運動会について 

家読（うちどく）月間 

今年度も、１０月１日～１０月３０日に「家読」の取り

組みを行います。「家読 チャレンジカード」を持ち帰りま

すので、各ご家庭に合った方法で取り組んでください。「家

読 チャレンジカード」は、１１月４日（水）までに各担任

に提出してください。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

「最後まであつい心をもった運動会にしよう」 

 

 

                           

                」 



 


