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健康に気を付けて充実した夏休みにしましょう 

校 長  鎌田 博志 

本日、第１学期の終業式を行いまし

た。４月からの４ヶ月間で子供たちは

多くの場で多くのことを学んできまし

た。今年度は、コロナウィルスへの対

策も進んだり、感染状況が落ち着いて

いたこともあり、日光移動教室やぴあ

じぇ学級宿泊学習の宿泊行事。遠足や

社会科見学などの校外学習。清掃やロ

ング昼休みなどの縦割り班活動。保護

者の方を教室内に入れての授業参観な

ど多くの教育活動を実施することがで

きました。そこでは、一人一人の学び、

集団としての学び、体験を通した学び

など様々な学びの中でどの子も良く頑

張り成果をあげました。その一人一人の子供の高まりについては、本日お渡しした「あゆ

み」をご覧ください。そして、ご家族で１学期の成果と課題を確認し、次の目標を話し合

ってみてください。 

待ちに待った夏休みが始まります。３６日間と長い期間にわたり学校を離れ、自分自身

の計画と管理の下に生活する日が続きます。子供たちが自主的・計画的に生活できるよう

に、夏休みの過ごし方について話し合うようにしてください。だらだらと無計画に過ごす

ことが無いように、学習する時間、読書する時間、外で遊んだり運動したりする時間、自

由に好きなことに没頭する時間などを決め規則正しい生活を送りましょう。 

全国的に新型コロナの感染者が増えてきている状況ですが、ウイズコロナの時代に入り

地域の行事なども実施されるところもあるようです。博物館、科学館、動物園などでも感

染状況に気を配りながら夏休みならではのイベントも行われるようです。昨年までより

様々なことにチャレンジするチャンスがありそうです。感染予防に十分気を配りながら、

ご家族と一緒に有意義に過ごしてほしいと思います。 

２学期の始業式は８月２６日(金)です。全児童が楽しい夏休みを過ごし、元気に顔をそ

ろえられるよう願っています。夏休み中でも「毎日体温を測り健康観察をする。」「３密

を避ける。」「うがい手洗いを徹底する。」「マスクの着用」などの感染予防の対策は忘

れずに心がけましょう。また、交通事故や水の事故、熱中症にも十分に注意してくださ

い。一人一人の創意工夫や規則正しい生活を送ることで、健康で充実した夏休みとなるよ

う、期待しています。 
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８・９月の行事予定 
 

日 月 火 水 木 金 土 
 8／ 1  ２ 3 4 5 6 
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 山の日 閉庁日 閉庁日 閉庁日   
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  ※特別時程 
2 学期始業式 
安全指導 
下校指導 
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身体測定 
  （1・2年） 
給食(始) 
 

避難訓練 
身体測定 
（３年・ぴあじぇ） 

 

身体測定 
  （4年） 
 

ステップアップ

夕やけランド 

身体測定 
  （5年） 
ぴあじぇ 

(太鼓) 

※掃除無時程 

身体測定 
  （6年） 
いじめ調査     
SC 

 

4 5 6 7 ８ ９ 10 
 
 
 

※掃除無時程 

クラブ 
 ※特別時程

④ 
ステップアップ 

夕やけランド          

※掃除無時程 

④  
※特別時程 
月曜時間割 
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 ※掃除無時程 

クラブ 

※掃除無時程 

 
ステップアップ 

夕やけランド            

全校練習① 
 

全 校 練 習
(予備日) 
SC 

 

 

〇今年度は、サマースクールは行いませんが。夏季水泳指導は行います。実施日・時間は
前回の学校だより・本日配布の学年だより等をご確認ください。 

 
〇2 学期の始業式は、8 月 26日（金）です。8 時 15分までに登校させてください。 
特別時程の 4時間授業で、下校時刻は、12：00 頃になります。 

 

〇8・9 月の行事予定は、7 月 20 日（水）現在の予定です。今後、変更や中止になる可
能性があります。その際は、メールや手紙等でお知らせいたします。ご承知おきくださ
い。 

  
〇夏休み中にお子さんがコロナウイルスに感染された場合は、平日の 8：15～16：45に 
 学校へご連絡ください。よろしくお願いいたします。 
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吉原主任養護教諭または担任まで御連絡ください） 

 

SC：スクールカウンセラー来校日   （面談希望の際は、

吉原主任養護教諭または担任まで御連絡ください） 

 

夏季休業日 ７月 21日（木）～８月 25日（木） 

学校閉庁日 ８月８日（月）～10 日（水） 緊急連絡は教育委員会指導室へお願いいたします。 

学校閉庁日について 

夏休み期間に学校閉庁日を設けます。この期間は、学校へ入ることや電話連絡をするこ

とができません。 「指導室」へご連絡ください。 

【学校閉庁日】   ８月８日（月）～10 日（水） 

【連絡先】     青梅市役所 ０４２８－２２－１１１１ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

学習用端末（chromebook）について 

 お子さんが学習用端末をご自宅に持ち帰ったことと思います。お子さんと一緒に自宅で

の使い方等を確認したうえで、有効にご活用ください。尚、メールでもお知らせいたしま

したが、7月 21日（木）～8月 31日（水）は、使用時間が午前 6 時から午後 10時ま

でとなっております。ご承知おきください。 

また、夏休み中に子供たちの健康観察や接続確認として、下記の日程で、学校とご家庭

を学習用端末（chromebook）で繋ぎ、「朝の会」を行います。 

予定時刻の 5分前にログインをするよう、お声かけをしていただけると助かります。 

 参加が難しい場合は、ご無理をなさらないで結構です。 

【配信の日程】 

 

 

お知らせやお願い 

1学期のあゆみについて 

 令和 2年度より、新学習指導要領完全実施に伴い、各教科における評価の観点が 4

観点から「知識・理解」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の 3観

点に変わりました。 

本日、お子さんが１学期のあゆみを持ち帰りますので、ご一緒にご確認いただき、

がんばった点を是非褒めてあげてください。2 学期に向けての課題につきましては、

励ましていただくとともに、課題解決に向けてご家庭でご協力いただけると助かりま

す。 

  

 

学年 日時 内容 

1年  朝の会・夏の課題の進み具合の確認 

2年  朝の会・夏の課題の進み具合の確認 

3年  朝の会・夏の課題の進み具合の確認 

4年  朝の会・夏の課題の進み具合の確認 

5年  朝の会・夏の課題の進み具合の確認 

6年  朝の会・夏の課題の進み具合の確認 

ぴあじぇ  朝の会・夏の課題の進み具合の確認 

 

計画的・自主的な夏休みに向けて ～「家庭の学習のすすめ」～ 

 青梅市教育委員会から 1年生・3年生・5 年生にカラー版の「家庭学習のすすめ」が

配布されました。2 年生・4 年生・6 年生には昨年度配布されました。この夏休みに是

非ご活用ください。 

 学校の授業内容を確実に身に付けるためには、学校の授業とともに、家庭での学習が

重要になります。お子さんの学習習慣・好ましい生活習慣の定着に向け、夏休みも御協

力をお願いします。 

 



「演劇鑑賞教室」を実施いたしました 

 東京都教育委員会の文化プログラム学校連携事業として、7 月８日（金）に体育館で演

劇鑑賞教室を体育館にて実施いたしました。 

 鑑賞するにあたって、全校児童を３つに分け、全ての窓を換気し、前後左右にディスタ 

ンスをとりました。 

 出演者は、「劇団 民話芸術座」の皆様でした。手塚治虫さんの作品である「雨降り小僧」 

を鑑賞しました。劇団の皆様の迫力ある演技や舞台装置等、実際に目の前で鑑賞すること 

は、子供たちの心に強く印象に残ったと思います。また、今回の鑑賞をきっかけに、手塚 

治虫作品に興味をもった児童も居ました。是非、夏休みに読んでみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

★1 学期も教育活動にご理解・ご協力いただきありがとうございました。良い夏休みをお

過ごしください。 

はたらく消防の写生会展示会のお知らせ 
 

１～３年生、ぴあじぇの代表児童が出品している「は

たらく消防の写生会」の展示会についてお知らせいたし

ます。 

★青梅市中央図書館 

令和４年７月２１日（木）～７月２５日（月） 

午前 10時～午後 4時まで 

※初日は、午後 1 時から、最終日は午後 1 時まで 

★青梅市役所１階ロビー 

令和４年８月３０日（火）～９月５日（月） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分まで 

※最終日は、午後３時まで 

 

「マイ・タイムラインのご

活用を」 
東京都より、「マイ・タイムライ

ン」が 1 年生と 4 年生に配布され

ました。他の学年は、1年生と 4年

生時に配布されています。 

土砂災害で重大な被害に見舞わ

れないために、どのような行動をと

ればいいか考えておく資料となり

ます。 

御家庭で、「もしものときにどう

するか」という視点で、御家族一緒

に取り組んでください。 

令和 4 年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」について 
 1学期に 4年生から 6年生の児童を対象に、東京都の小中学校において、「児童・生徒の 

学力向上を図るための調査」を実施いたしました。 

 本日、あゆみと一緒に調査結果を返却いたします。夏休み中に、調査結果をもとに、お子

さんと、これまでの学習の進め方について振り返ってください。そして、これからどのよう

に学習を進めると良いかについて、一緒に考えてみてください。学校においても、調査結果

を 2学期の学習指導の参考にさせていただきます。 

 ※5年生と 6年生の児童については、昨年度の結果も掲載されております。 

※調査結果は、あゆみには一切反映されておりません。 


