
残暑お見舞い申し上げます
校長 北 島 信

８月17日より，二学期がスタートしました。９日間の短い夏休みでしたが、子ども達は、事故なく元気に

登校してきていました 保護者や地域の皆様のご協力のおかげと感謝申し上げます ９月に入りますが まだ。 。 、

まだ暑い日が続きます。夏バテを残さないように過ごしてほしいところです。

二学期始業式の折にこんな話をしました（下述 。）

『 。 「 」二学期に皆さんにがんばってほしい目標をお話しします それは 学校を休まない心と体を作って欲しい

ということです 一学期の間 体調を崩してお休みしてしまった人もいたかと思います この気候と新型コロ。 、 。

ナウィルスを考えると 体調が悪くなるのも仕方がないことです しかし 結果として 学校を休まないよう、 。 、 「

に心がけ」一人一人が、自分なりに頑張って学校にきてくれました。

「 、 。」 、 。 、学校は みんなと勉強するところです 勉強は 自分の未来の可能性を広げます みんなと学校に来て

学ぶことは とても大切なことだと考えています ２学期は 遠足 宿泊学習 修学旅行 運動会などの行事、 。 ， 、 、 、

を計画しています。二学期の目標は「学校を休まない心と体を作ること」です 』というような内容です。コ。

ロナ禍だからこそ、頑張ってほしいことです。規則正しい生活を心がけてほしいところです。

、 、 。 。さて ６月の美瑛町議会定例会にて 補正予算がくまれました 本校にも関係する内容が２つありました

「GIGAスクール情報端末整備事業」⇒全児童分のタブレット端末の整備（今年度中に導入予定 「小学校で）、

のeラーニングシステム使用」⇒オンラインで学習できるシステムの導入、家庭学習の課題（宿題）として扱

うことができます すぐにでも活用したいところです ４月からの休校中もeラーニングがあれば 紙ベース（ ）。 、

の課題がなくても済んだのでしょうし、タブレット端末があれば、児童との対応ももっとできたでしょう。

あってほしくないことですが これから学校休校となった場合 オンラインを活用した学級の活動 学習な、 、 、

どが想定されます。eラーニングを活用した復習、Zoom、Lineなどを活用した授業を考えていかねばなりま

せん。ただ、課題となるのが、各家庭にオンラインで、子ども達が使用できるPC、タブレットがあるのかと

いうことです これから 中学校・高校へ行っても必ずオンライン学習が確実となるでしょうし 家庭との連。 、 、

絡を取ることについてもメールでということも考えられます 先行投資になってしまうことですが 是非ご家。 、

庭で、子ども達が学習に活用できる情報機器（ゲームをするためのPCではありません）を考えていただけれ

ばと、思っている次第です。よろしくご協力ください。

学校教育目標 健康で，豊かな心をもち，実践力のある児童の育成

「自ら学ぶ子(やる気) 支え合う子(こん気) たくましい子(げん気)」

美瑛町立美瑛小学校

学校通信

第241号

令和２年８月２７日

美瑛小学校の働き方改革①

教員の長時間労働を改善し 教員が授業や授業準備等に集中し 健康で生き生きとやりがいをもって勤務することが、 、

できる環境を整備することが 学校教育の質の向上につながる という考えから 各学校において具体的な取組を行っ、 。 、

てきています 美瑛小においても 本年度の学習指導要領改訂の実施に向けて ２年前より準備を進め 教育活動の見。 、 、 、

直し、行事の見直しなどに着手しました。また美瑛町教育委員会には、校務支援システムやデジタル教科書の導入など、

ご尽力をいただいています。

本校では コアチームを立ち上げ 具体的に働き方改革に取り組んでいる内容をご紹介します 本来であれば ４・、 、 。 、

５月で取組内容をご紹介するはずでしたが 休校などもあり少しスタートが遅れています 保護者の皆さんにもご理解、 。

いただきたいところもあります。よろしくお願いします。

９月末までの取組として

① 学年格差が出ないように業務（行事等）の平準化を図っていく。

② 家庭学習・宿題のチェックはコメントなしで進める 先生方は 放課後に相当の時間を費やしています 保護者ア（ 、 。

ンケートでもご意見をいただいていますが、ご理解いただきたいところです 。）

③ 各種会議の始まり・終わり時刻の設定と時間の厳守

コアチームでは取組の成果を確認し、別の課題に取り組んでいきます。またお伝えします。



（ ） ，８月７日 金 に１学期終業式

８月１７日（月）に２学期始業式

を実施しました。どちらも新型コ

ロナウイルス感染症対策のため，

で各教室をつなぎ，オンラZoom
インでの式となりました。直接顔

を合わせることができず，校歌も

伴奏を聞くだけでしたが，各教室

で儀式にふさわしい姿勢や態度で

参加していました。また，学年の

代表は，１学期の反省や夏休みの

思い出，２学期の目標などをそれ

ぞれ堂々と発表することができま

した。

９月の主な行事予定

９月１日（火） 参観日１日目

２日（水） 参観日２日目

３日（木） 参観日３日目 宿泊研修保護者説明会

４日（金） 自然体感ふるさと学習（１～４年）

７日（月） 特別日課 ことばの教室参観～１８日

８日（火） ふるさと美瑛（４年）

９日（水） 特別日課

10日（木） 内科検診(１，２年) 職員会議 学校運営協議会

11日（金） 委員会活動

14日（月） 特別日課

15日（火） 宿泊研修（５年） 学納金引落日

16日（水） 宿泊研修（５年）

17日（木） ５年回復日

21日（月） 敬老の日

22日（火） 秋分の日

23日（水） ふるさと美瑛（６年）

24日（木） 内科検診

25日（金） 委員会活動

28日（月） ミニ運動会（１，２年）

29日（火） ミニ運動会（３，４年）

30日（水） ミニ運動会（５，６年） 通知表配布

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中 学校でも新しい生，

活様式 感染対策 を継続しています 同時に子どもたちの学びを保（ ） 。

障するため 全校児童にマウスシールドを購入 配布しました 透明， ， 。

で対面への飛沫遮断性が高く 繰り返し使えることから これまで活， ，

動を見合わせていたグループでの話合い活動や外国語授業の交流活

動 音楽室や体育館での歌唱指導に使用しています 使用後はアルコ， 。

， 。 ，ールで拭き取り 個人のジップロックに入れて保管しています また

国の衛生管理マニュアルに則り 換気と人数制限をした上で十分な距，

離をとって音楽室での楽器演奏も再開しました。

朝の検温，手指の消毒，ソーシャルディスタンスの確保，

放課後の消毒作業などは引き続き行っています。起床後に検

温していてもメールが届いていない場合は，玄関で再度検温

しています。子どもは嫌な顔をしますが，念のため教室に入

る前にチェックしています。時間までにメール送信があると

助かります。また，学年通信でもお願いしましたが，登校す

るのが早く玄関前で密が発生しています。職員の出勤時刻が

８時５分なので，受け入れ体制を整えるため登校時間（８時

～８時１０分）が守られるようご協力をお願いします。



今月の美瑛小学校教育活動の様子
１年生 ２年生 ３年生

ふとしたきっかけから、絵本「えんとつ町のプペル」
のことがクラスで話題に上がりました。読書の楽しさを
知ってもらえるチャンスと、早速、美瑛図書館に協力を
いただき、出席番号順に回し読みしました。先日ようや
く全員が読み終わり、感想を伝
え合いました。
◆最初から最後まで面白くて飽
きることがなかった。

。◆ラストシーンが感動的だった
◆主人公の男の子がとっても優
しかった。
内容がわかっている分、互い

に共感できる部分も多かったよ
うで、 月のロードショーを楽12

。しみにしている児童もいました
これからもたくさんの本にふ

。れあってほしいと願っています

４年生 ５年生 ６年生

体育では，鉄棒に取り組んでいます。新しい技ができ

るように何度何度を練習しています。休み時間も練習す

る姿が見られ，どんどんレベルが上がっています。

図工「トロトロカチコチワールド」の学習で，液体粘

土を使いました。子供たちは液体粘土の独特な感触を指

先を使って楽しんでいました。

図工では，丘の町美瑛の景色を水彩画で描いていま

す。下書きのときから真剣です。写真を見ながら描い

ています。風景を見ながら描きたいものです。

算数「水のかさ」のまとめとして、身のまわりのものの

かさについておよその見当をつけてから測定しました。フ

ライパンや鍋、薬缶、バケツなどのかさを測りました。

算数「かたちあそび」の学習で，いろいろな形を組み合わ

せて，まちにあるものを作りました。パトカー，ビル，学校

など思い思いに作っていました。「平ら」「丸い」「長い」

「広い」などの形の特徴を捉えて作ることができました。


