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「コロナ禍でできる最善のこと」
副校長

森田

充

11 月 14 日（土）、学年別学習発表会には

の学習や生活の中で生かされていきます。そ

大勢の保護者の方にお越しいただき、ありが
とうございました。感染症予防の観点から、
昨年までの発表内容や参観方法を変更し、
「学年別学習発表会」として実施いたしまし
た。感染症のリスクが低い発表方法を計画
し、各学年の体育科の学習内容や、つくし学
級の和太鼓などの発表を通して、学習の成果
をお伝えしました。雲一つ無い秋晴れの中、
力一杯走ったり元気に演技したりする子ども
たちの姿から、児童の学習の様子を感じてい

してより確かな力として定着していきます。
またそうなるように、学級・学年で日々の指
導や支援を積み重ねていきます。
さて、今回の発表は「今までに無い学習発
表の形式」となりました。新型コロナウィル
ス感染者数が増加傾向にありますが、今後劇
的に状況が改善されることは難しいと思われ
ます。そのような中、学校行事は従来のあり
方で良いのでしょうか。運動会や学芸会など
これまで当たり前に行われてきた行事も、時

ただけたのではないかと思います。
特に 6 年生にとっては、思い出に残る大切
な行事となりました。サブテーマを「6 年生
の、6 年生による、6 年生のための運動会」、
スローガンを「全力で楽しみながら全員で作
り上げる最後の運動会」とするところから実
行委員を中心にして話し合い、出来ることを
自主的に決めていきました。また、声援の代
わりの応援ポスター、ダンスの「切れ」によ

代背景に対応して変化するべき時が来たと考
えます。全校児童が一堂に会して行う行事に
も「良さ」は多くあります。しかし本校で
は、「この行事では、児童にどんな力を付け
させたいのか」「そのために何をするのか」
を明確にした上で発表内容や形式を見直し、
新しい学校行事のあり方を検討していく予定
です。

る得点の調整、英語でのカウントなど、楽し
むための様々な工夫もありました。このよう
に考えて企画し、運営した課程に価値があり
ます。一人一人の児童の頑張りは、これから

最後に、温かく見守り、拍手で応援してくだ
さった保護者の皆様、円滑な運営のために検
温、消毒作業や会場内での誘導等お手伝いいた
だいた PTA 役員の皆様、父親（おやじ）の会の
皆様、本当にありがとうございました。

当日の様子は学校ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

12 月の行事予定
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安全指導日
委員会活動
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１２月２２日(火)に、全校児童が時間差を付け
て、新校舎の見学をします。主に通学路や登校時
の出入り、昇降口・各教室・トイレ等の確認を行
います。

冬季休業中における学校移転について
朝学習
学習フォローアップ（放課後）
朝学習
美化委員会集会（放送）
縄跳び月間終

全校朝会（放送）
朝学習 保護者会（３・４）
クラブ活動（３）
保護者会（５・６）
児童集会 保護者会（１・２・つ）

１２月２８日（月）～１月７日（木）は、
校舎移転業務により、現校舎及び新校舎とも校舎
内の立ち入りはできません。以下の点についてご
理解のほどお願いします。
（１）学用品等個人の物は、終業式までに全て持
ち帰ることになります。
（２）緊急連絡について
【１２月２６日と１月４日より】
①８時１５分～１６時４５分
② ①以外の時間 （西東京市教育委員会）
※①の時間帯であっても、移転業務で電話は繋が
りません。その時は、西東京市教育委員会におか
けください。
【１２月２８日から１月３日まで】
直接西東京市教育委員会におかけください。

新校舎への登下校について
新校舎見学
学習フォローアップ（放課後）
給食終 走り方教室（５）
朝学習
４時間授業 (１～３・つ １２時０５分下校)
４時間授業 (４～６
１２時１０分下校)
２学期終業式
４時間授業 (１～３・つ １２時０５分下校)
４時間授業 (４～６
１２時１０分下校)

元日

１２月２６日～
１月７日まで
移転業務対応
の為、現校舎
及び新校舎は
職員・工事関
係者以外は立
ち入り不可と
なります。

冬季休業終
３学期始業式 登下校指導
４時間授業 給食なし
※給食開始日は１４日から

成人の日

１月８日(金)より新校舎への登下校が始まりま
す。登下校時に学校周辺での教員による安全指導
を行います。また、地区委員をはじめ、地域の皆
様方に登下校の安全を見守っていだたく予定で
す。保護者の皆様におかれましては、お時間があ
りましたら、しばらくの間、お子様と一緒に登下
校をしていただければありがたいです。ご協力の
ほどお願いいたします。

放課後の過ごし方

冬季休業始

1 月の行事予定
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新校舎通学に向けての準備について
主な行事

日が暮れるのも早くなりました。ご家庭におか
れましては、出かけるときは、
①誰と ②どこで ③何をするのか
④帰ってくる時刻は何時か
を、お子さんと確認するようにしてください。放課
後に出かける際も、防犯ブザーを身に付けるよう
お願いいたします。

子ども見守りサービス

ミマモルメ

新校舎移転に合わせて、登下校メール配信サー
ビスを導入します（希望者のみ）。希望者には、児
童が校門を通過した際、メール配信により保護者
の方に校通過情報が有料で提供されます。
※令和 3 年 3 月末までには、試行期間として全員
無料。詳細は、後日に配布されるお知らせをご確
認ください。

学年別学習発表会 感想文紹介
先日の学年別学習発表会へのご参観、ありがとうございました。各クラスから子ども達の感想をご紹介します。ぜひお読みください。

1年

5年

（1 組） ちょっときんちょうしていたけど、えがおでげん気いっぱい、かっこよくおどり、ちからいっぱいはしりました。

（1 組） 「みんなで心をつなげよう」という思いで学級対抗リレーに臨みました。自分がもらったバトンをしっかり次の人に

（2 組） れんしゅうしたふりつけを、ほんばんで一ばんうまくおどれました。おうちの人が見てくれて、うれしかったです。

渡すことができてよかったです。練習の成果が出せたと思います。結果は３位だったけど、みんなで力を合わせるこ

（3 組） はずかしがらず、１００パーセントのちからでできました。たのしくて、あっというまにおわってしまいました。

とができたので大成功でした。

（4 組） せいいっぱいおどれました。もくひょうどおり、うまくできてうれしかったです。また、おどりたい！！

（2 組） 私はリレーをがんばりました。わたしのチームでは、練習のときに、バトンをおとしてしまったり、バトンゾーンを

（５組） えがおでせいいっぱいおどることができました。５０めーとるそうもげんきにはしることができてたのしかったです。

こえてしまったりしてしまいました。けれど、チームでアドバイスをして、どの位置から走るかを話し合いました。
そのことによってわたしたちのチームは、本番で一位をとることができました。とてもうれしかったです。
（3 組） 私はリズムなわとびで、あやとびとダンスをがんばりました。あやとびでは、うでを大きく交差してとぶことを意識

2年

しました。ダンスでは、足を高く上げ、なめらかにうでを動かすことを意識しました。本番でも上手にできて、練習

（１組） おうえんしてくれて力が出たので、しゅう中してダンスがおどれました。がんばっておどれて楽しかったです。

をがんばってきた成果が出せてよかったと思いました。

（2 組） さいしょはきんちょうしたけれど、はしり出すと、とても楽しい気分ではしれました。はしるのがすきになりました。
（3 組） ダンスでは、手をのばすところがピシッとできてうれしかったです。がんばったところは、えがおにするところです。
（4 組） １年生の時よりも、２年生になって足がはやくなりました。ここまではやくなるとは思わなかったので、はやくはしれて
よかったです。

6年
（1 組） みんなでつくりあげた運動会は、小学校生活で忘れられない最高の思い出になりました。おうちの人もみんな楽しそ
うにしていたので、とてもうれしかったです。みんながやりたいという気持ちをもっていたのが、成功につながった
のかなと思いました。この六年生だけで作り上げた運動会をこの先に生かしていきたいです。

3年

（2 組） Everybody.Lets Enjoy last sports day をクラスの目標にして、６年生全員で完成させた運動会でした。素早く並

（１組） ８０ｍ走は、カーブの走り方に気をつけて、ゴールの先のコーンまで全力で走りました。ダンスは少しまちがえたけど、

び行動することを意識しました。バトンパスを沢山練習して、みんなで早くなるよう努力しました。応援も一生懸命

さいしょからさい後まで、全力を出しておどることができました。この校しゃでの思い出がつくれてよかったです。
（2 組） ８０ｍ走も「やってみよう」も力いっぱいできた。さいしょはきんちょうしたけど、れん習通りやったらはく手をもらえ

して全力で楽しみました。
（3 組） 今年は様々な行事ができなくなってしまいましたが、学習発表会ができるようになってとても嬉しかったです。今の

てうれしかったです。お家の人たちも笑顔になってうれしかったです。楽しかったしいい思い出になりました。

校舎も 2 学期いっぱいで新しい校舎へ移動するので、この校舎で最後の思い出、さらに 6 年生としての大切な思い出

（3 組） ８０m 走では、さい後まで、気を抜かずに走りぬけれた。ダンスは止めるところは止める、手を上にあげるところはしっ
かり上げて、リストバンドの色がきれいに見えるようにおどることができた。

ができてよかったと思います。
（４組） 私は学年別学習発表会が成功して良かったと思います。実行委員として、たくさんの準備をしたり、はっきりとした

（４組） すごくきんちょうしたけど、がんばれました。８０ｍを走るこつは下を見ないで前を見たら、いつもより早く元気に走れ

声でルール説明をしたりすることができました。実行委員を中心に六年生全員で作り上げ、保護者の方々に成長した

ました。ゴールしたとき気持ちよかったです。ダンスもどうどうとはっきりできました。楽しかったです。

４年

姿を見せることができて良かったです。

つくし学級

（1 組） 楽しみにしていた学習発表会が始まり、わくわくしました。ダンスは笑顔で大きく最後まで踊ることができ、８０ｍ走で
は、自分の全力の走りにくいがないよう、終わることができました。この発表会で最後まであきらめない心を学びました。
（2 組） 私は、実行委員として自分が覚えたふりをみんなに教えるので、覚えるのが大変でした。本番は、とても緊張しましたが、
全員がまとまっていて、とてもきれいにできたと思います。何より、とても楽しくおどれたのでよかったと思いました。
（3 組） 私が８０ｍ走でがんばったのは、スピードの出し方です。練習ではうまくいきませんでした。本番前のリハーサルで、ス
ピードの出し方が上手にできるようになっていたので、本番は、今までより速く走れるようになり、うれしかったです。
（4 組） 私は、学習発表会のダンスでは、学年みんなが一つにまとまり、力を合わせ、何より楽しく踊り、かっこいいところを見
せられたと思います。これからも、学年でまとまり、かっこいい高学年にむけて、がんばっていきたいと思います。

○一か月しかなかった練習は毎日あって大変だったけど、リハーサルと本番が上手にできたのでよかったです。
○みんなで、「カッ」の音をそろえて演奏することが大変でした。でも、上手にたたけてうれしかったです。
○和太鼓で、頑張ったことは、叩き方です。姿勢を良くしました。次に頑張ったことは、セリフです。大きな声で言いまし
た。
○八丈島太鼓で、お客さんが見てくれていたのでがんばって叩きました。お母さんが見てくれてとても嬉しかったです。
○最初は緊張感がなかったけど、本番は緊張しました。初めての学習発表会だったけど、上手く、楽しくできました。

