2020年(令和２年)３月５日

藤沢市立高砂小学校

校長

石 田 忠 行

３月号

【学校教育目標】 心身共に健康で、自ら考え、正しく判断し、自主的で、創造性豊かな児童を育成する
【めざす子どもの姿】
・・・ 他を思いやる子
・・・ 体をきたえ、安全に過ごせる子
・・・ 進んで学び、深く考える子
・・・ 仲良く、最後までがんばる子
【育成する子どもの目標】
「豊かな心」
～ 輝ける子ども ～

た
か
す
な

2月28日(金)、子どもたちは勿論、私たち職員に
とって忘れられない１日を過ごすことになりまし
た。「卒業式も修了式もできないかも知れない。」
新型コロナウイルス感染症対策のため、日本中の
小中高特別支援学校が3月25日までの臨時休校の要
請に対応していくことになりました。「６年生に卒
業への思いを実感させたい」「在校生に６年生とのお別れの会をやらせたい」そんな子ど
もたちと私たち職員の思いがひとつになり、全校児童がひとつになった１日でした。
その後、私たち職員も藤沢市として卒業式と修了式を実施することを子どもたちと一緒
に知りました。保護者の皆様には、一家庭お一人、たすきをも
らう在校生代表の５年生は参加できないという状況にあり、と
ても制約がある卒業式ではありますが、ご家庭で待たれている
保護者の皆様、在校生一同、６年生への思いは一つ「卒業おめ
でとう！」です。
3月19日(木)、高砂小学校では６年生にとって忘れられない
最高の卒業式を創ります。

3月5日付け文書（藤沢市教育委員会
教育長）にも記載がありますが、学習
評価は、2月28日(金)までの児童の学習
状況を総合的に判断して行いますが、
本校の「あゆみ」の表記は、教科によ
っては単元別評価をしていることから、
各教科等において、未履修の学習があ
る場合は評価ができない場合がありま
す。その場合は、評価欄に斜線が引か
れます。
なお、未履修の学習内容は、４月以
降の新学年での授業において復習をし
ながら進めていきます。

2 01 9 年（令和元年） 度 ３月の行事予定
2 02 0 .3 .5 現在
日 曜
行 事 予 定
5 木 登校日
11 水 高浜中学校卒業証書授与式
19 木 第56回卒業式
25 水 修了式 離退任式
26 木 学年末休業
27 金
28 土
29 日
30 月
31 火
※予定ですので変更する場合もあります。
＜４月のおもな 予定＞
日 曜
行 事 予 定
6 月 始業式・着任式 入学式10:00～
7 火 （離任式）
9 木 給食開始(2～6年)
16 木 6年全国学力・学習状況調査
17 金 朝会（対面式）
18 土 社体協運営協議会・利用調整会議
20 月 1年給食開始
27 月 1年交通安全教室
★４月の授業参観懇談会については、年度始めの校内調整が必要
なため、４月の学校だより及び各学年だよりでご連絡します。
★４月中旬より、１～４学年の春の遠足があります。このことについても
４月にご連絡します。

※お子様と確認してください。

○新年度に希望をもってスタートできるよう、この１年間を振り返り自分の課題を見つめ直しましょう。
★良い習慣で春休みを過ごしましょう
○家のお手伝いをしましょう。
○お小遣いを使いすぎたり、友だちとのお金の貸し借りはしないようにしましょう。
○出かけるときは、誰とどこへ行き、何時に帰るか、家の人に言って行きましょう。
○公共の場所や施設等でのルールやマナーを守り、迷惑をかけないようにしましょう。
○５時には家に帰っているようにしましょう。
（『夕焼け小焼け』は家で聞こう！）

★交通安全に心がけましょう
○安全な道路の横断を心がけましょう。
○自転車の乗り方に注意し、危険運転はしてはいけません。
・暗くなったらライトをつける
・スピードは出しすぎない
・歩行者に気をつける
○道路でボール遊びなどをしないようにしましょう。
○家の前でも、道路でスケートボードやボール遊び等をしてはいけません。
○急に道路に飛び出さないようにしましょう。

★不審者等に気をつけましょう
○知らない人には、声をかけられてもついていかないようにしましょう。
○不審者や怖い人に出会ったら、大声で近くの大人に助けを求めましょう。
・防犯ブザーを鳴らす
・こども１１０番の家に逃げ込む
・家の人に話す
※場合によってはその日のうちに警察(110番or藤沢警察署24-0110)に通報、学校に知らせる
・塾や習い事の行き帰りや人通りの少ないところで遊んではいけません。

★歩きスマホ、インターネット、ＳＮＳのマナーを身につけましょう
○歩きながらのスマートフォン等の操作は行いません。
○インターネット上で知り合った相手に名前や住んでいる所を教えません。
○悪口や裸の写真などは絶対に送りません。載せません。
※スマートフォンへのフィルタリング設定や管理をお願いします。

★不審な電話に注意しましょう
○友だちの住所や電話番号を聞き出す電話には、応えません。

＜事件・事故・災害等が発生した場合は、学校へも連絡をお願いします。＞
高砂小学校 ３６－５１４９
学校図書館専門員の村上先生をはじめ図書ボラ
ンティアの皆様、学校図書の修理や整理、学校図
書館の環境整備、そして子どもたちへの図書の読み聞かせに至るまで、多大なお力をいただき、
ありがとうございました。
また、ＰＴＡ各委員会の皆様には、楽しいイベント企画と運営、広報誌作成をしていただき
ました。またＰＴＡサークル活動の皆様には、読み聞かせをしていただいたり、手作りで作品
を制作したり、ベルマークを整理して子どもたちが日頃楽しめるボール等に交換していただい
たりと子どもたちの楽しみを深めていただきました。
スクールカウンセラーの武志さん、子どもたちや保護者へのきめ細かな支援、そして学級担
任へのアドバイス等、ありがとうございました。

スクールガードリーダー高砂・辻堂地区担当の上田さん、
おはようボランティアの宍戸さん、久保山さん、大塚さん、
そして近隣の皆様、この一年間、毎日、子どもたちが笑顔で登校し、充実した学校生活を送る
ことができたのも、皆様のおかげと心より感謝しております。本当にありがとうございました。
来年度もよろしくお願いいたします
本来であれば各ご家庭
に文書として分析結果を
ご報告しなければなりま
せんが、今年度について
は、学校ＨＰへの掲載のみといたします。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

ラグビードッチボール大会

来年度４月６日
までに転居等によ
る転校予定やその
可能性のある方、
ご近所に転入学するお子さんの情報をお持ち
の方は、早めに担任までお知らせください。

2月3日(月)～27日(火) <全学年> 主催：体育委員会
ルールは下投げか横投げでバウンドしたボールに当たる
とアウト、ノーバウンドのボールに当たってもセーフ。ラ
グビーボールがバウンドするとイレギュラーにはねるので
キャッチするのがとても難しいです。大
会に向けて休み時間を利用して各クラス
で練習も重ねてきました。勝ち負けにこ
だわるだけではなく、気持ちの良いプレ
イがたくさんありました。

避難訓練(予告なしでの実施)

2月6日(木) <全校>

今年度の避難訓練は、４月は火災想定、６月は保護者にご
協力いただいた引き渡し訓練、９月は地震津波想定、10月の
防災週間では３回、休み時間に子どもたちがグラウンドや廊
下など自分たちだけのときの訓練も行いました。そして今回
は（予告なし）で地震津波想定での訓練を行いました。校長
からは「まず自分がいる場所が安全かどうかを確認する」そ
して「自分で自分の命を守ります」と話しました。どの訓練
も子どもたちは真剣に取り組むことができました。
奇跡の一本松と気仙中学校 2011年3月11日(金)14時46分、東日本大震災が起こりました。2020年2月1日撮影
～ 校長室前に掲示してあります。学校 HP にも掲載しました。 ～

お別れ遠足＜よみうりランド＞

2月13日(木) <６年生>

小学校生活最後の遠足。全力で楽しみ最高の思い出を作ろう！
一人ひとりが笑顔で自分だけでなく周りの仲間と一緒に楽しもう。
男女関係なく、いろいろな仲間とふれ合おう。こんな気持ちで６
年生みんなで行きました。前夜から雨が降り始め、当日の７時前
に実施の判断をしました。延期をした団体もいたようですが来て
良かったですね。乗り物が動き始める頃には雨があがり、お昼に
は青空！雨のち晴れ！６年間の行事、いつもこんな感じだったように聞きました。そう言
えば修学旅行も雨のち晴れ！でしたね。

感謝の気持ちを相手に伝えたいとき、
どうしたらその気持ちが伝わるでしょうか？
伝わったよね！６年生！みんなのありがとうの気持ち
１月から５年生を中心にお世話になった６年生と一緒に楽しむ
会の準備をしてきました『たてわり活動』の集大成です。２月19
日(水)、当日はみんなで作った班のプラカードを５年生が持ち、
学校中の５年生が運営するイベントに参加して楽しんでいました。
そしてそのままのグループで給食を食べました。メニューはビー
フストロガノフ。ロシア料理の一つです。

いつも支えてくれた家族への「ありがとう」

2月18日(火) <６年生> 授業参観

この日、６年生はアリーナで学年発表を行いました。
「今日までの12年間、友達と絆を深め、様々なことに挑戦し、自分
らしく、歩んできました。家族への「ありがとう」いつも見守ってくれて、
いつも励ましてくれて、いつも支えてくれて、いつも大切にしてくれて、
ありがとう。」 まず学年全員でこの家族へのメッセージを伝えま
した。そして一人ずつ自分の言葉で「ありがとう」のメッセー
ジも送りました。自分の親を探して、そちらを見つめて自分の
メッセージを伝えていました。そしてその言葉が終わった後、お子さんにお礼の会釈をし
ていたお母さん、「私からもありがとうございました。」と伝えたいです。

マラソン大会（駅伝）

2月20日(木) <６年生> 体育

小春日和のような暖かなこの日、６年生が駅伝大会を行いま
した。各クラス７人ずつのチームで競い合いました。一人一人
が気持ちよく走り、思いやりのある応援がグラウンドいっぱい
に響いていました。「駅伝は個人の能力も必要ですが、チーム
としての総合力が最も大切です。中学校はチームとしての君た
ちに期待しています。個人の力は自分自身で磨けば良いです。
最後までしっかりと学んでください。」最後に江尻先生が子ど
もたちに話していたことです。声援を送っていただいた保護者の皆様、ありがとうござい
ました。学年からの感動の一言も心に響くものでした。
愛情をもって子どもたちに接するチーム学校 これは高砂小学校がめざす学校の姿です。

２分の１成人式（ＰＴＡ共催）

2月20日(木) <４年生> 授業参観
「これまでの思い出」「家族や周りの人への感謝」「将来の夢
の目標」の３つのテーマを自分で選び、アリーナにおいて保護
者の前で一人一人の思いを発表しました。各テーマの発表の間
では、各クラスの合唱曲（１組「気球にのってどこまでも」２
組「すてきな友達」３組『Best Friend』）、そして最後は学年
合唱『いのちの歌』を美しくしっとりと歌い上げました。10年
後の成人式、もっと成長した姿が楽しみです。

おもいで発表会

2月18日(火) <１年生> 授業参観
４月に高砂小学校に入学してから色々なことがありまし
た。楽しかった思い出を歌や呼びかけで紹介しました。入
学式♫どきどきドン１年生、対面式♫カレンダーマーチ、
運動会♫パプリカ。おむすび ころりん すっとんとん ころころ
ころりん すっとんとん
♪シンコペーテッド・クロック
♪きょうもあしたも１年生。最後まで聞いてくださってあ
りがとうございました。

