
 
生活リズムからペースをつくる 

 校長 金子 孝 
 

 ６月から学校が再開されて１か月がたちました。午前・午後の分散登校から始まり、

全員登校の午前授業と子どもたちはペースを取り戻してきました。しかし、４月から

２か月の臨時休業は、学校生活をベースにした子どもたちのペースとは大きく違うも

のがあり、初めの頃はやや緊張している様子が見られました。６月も後半になると、

少しずつ友達とのふれあいや授業の取り組みなどで自分らしさを発揮できるようにな

り、安心しています。７月からは、いよいよ給食が始まり、午後の授業も行われます。

それに加えて、夏の暑さも気になるところです。 
 生活リズムは、きちんと刻むことで体の中に浸み込んでいきます。例えば、朝、起

きる時刻に目覚まし時計をセットしておきます。初めの頃は目覚まし時計が鳴ると起

きるというペースができてきます。毎日、繰り返していると、目覚まし時計が鳴る前

に目が覚めるようになってきます。これは、繰り返されることで、体がリズムを覚え

ていくのだと思います。しかし、今のところ学校は、小刻みにリズムが少しずつ変わ

っているので慣れた頃に新しいリズムづくりをしなければなりません。２週間ごとに

新しいリズムに代わるので体がきついかもしれません。７月からは通常の学校生活が

始まり、新しいリズムづくりをしなければなりません。高学年の子どもは、これまで

のペースがわかるのですぐに適応できると思いますが、低学年の子どもは、ペースを

つくることに時間がかかるかもしれません。学校でもあわてずに、少しずつペースづ

くりができるように配慮していきます。ご家庭でも、ご協力をお願いいたします。 
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「チャレンジする心」「人とつながる力」コーナー 

 ６月１５日（月） 
１年生の女子が、「今日は、お友達ができました。」

と教えてくれました。この日から一斉登校になり、

今までいなかった隣の席の友達に会えてうれしか

ったようです。きっと自分から声をかけたのです

ね。これからもつながりを広げてほしいです。 
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  令和２年度  学年経営方針  
 
 
◎４組  学級経営方針  

 

 

たんぽぽ  
 

 
（学級経営方針）  
＜知＞人の話をよく聞いて、あきらめずにがんばることができるようにします。  
＜徳＞約束やきまりを守り、友達となかよくできるようにします。  
＜体＞体の大切さを知り、安全に気を付けて行動できるようにします。 
＜公＞自分のできることは、自分ですることができるようにします。  
＜開＞挨拶や返事を大切にし、コミュニケーションを楽しむことができるようにします。  
 
 
                                                                 
 
◎１年  学年経営方針   

 

 

 
 

 
（学年目標）           
＜知＞人の話をしっかり聞いて、いろいろなことに楽しみながら取り組むことができるよ  

うにします。  
＜徳＞自分の思いを自分の言葉で表現し、自分の考えを伝えたり、相手の話を受け止めたり

することができるようにします。  
＜体＞友達と仲よく遊んだりルールを守って運動したりすることができるようにします。
＜公＞自分でできることは自分でやり、粘り強く最後まで丁寧に取り組むことができる  
   ようにします。    
＜開＞身近な人とふれ合い、進んでよりよい関わりをつくることができるようにします。   
 
                      
◎２年  学年経営方針  
 

   
 

（学年目標） 

〈知〉自分の思いや願いをもち、考えて行動できるようにします。 

〈徳〉相手を思いやり、自分の良さや友だちの良さに気付き、認め合うことができるようにします。 

〈体〉すすんで運動し、バランスよく食べ、健康な心と体を作ることができるようにします。 

〈公〉みんなのことを考えて、みんなの役に立つことができるようにします。 

〈開〉地域の人とのふれあいを通して、学ぶことができるようにします。  
 

にこにこ☺にんにん! 

自分だけでなく、まわりにも目

を向けて、「自分も友達も『にこに

こ☺』になれるには、どうしたらい

いかな？」をみんなで考えていき

ます。また、学習も生活もたくさ

んの「術」を身につけて、「でき

た！わかった！」が積み重なる毎

日になるよう、活動していきたい

と思います。 

みんななかよし きらきらえがお 

初めての小学校生活に、何事にもドキドキして、目を「きらきら」

輝かせて、毎日新しい発見を楽しむ１年生です。友達を大切にし、

一人ひとりがきらきらとした笑顔で充実した学校生活を送れるよ

う取り組んでいきます。 

 ４組は、２６人と人数が増えました。子ども

達には、どんな場所でも明るく咲いているたん

ぽぽのように、たくましく育ってほしいと思い

ます。一人ひとりを大切にして、２６個の花が

輝くよう、取り組んでいきます。 
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◎３年  学年経営方針   

 

元気なとびら フルオープン 
 

  

 
（学年目標）    
＜知＞自分なりの課題をもち、自ら考えて行動できるようにします。 
＜徳＞互いの考えや思いを認め合い、相手のことを考えて、共に成長できるようにします。 
＜体＞自分の心と体を見つめ、健康な生活について考えたり、行動したりできるようにします。  
＜公＞学級や学校に加え、地域に目を向け、みんなのために自分ができることを考え行動できるようにします。 
＜開＞様々な人との豊かな関わりから、認め合いながら学び合えるようにします。 
 
                      
◎４年  学年経営方針   

  
（学年目標）   
＜知＞自ら課題をもち、自分なりの方法で解決できるようにします。  
＜徳＞友達のよいところを認め合い、お互いのよさや個性を発揮し、ともに成長すること  
   ができるようにします。  
＜体＞自分の心と体を大切にし、生活の仕方を見直すことができるようにします。  
＜公＞時や場所、状況に応じて自分で考えて判断し、行動できるようにします。  
＜開＞高学年として、クラスの一員として、自分の役割を自覚して進んで行動できるように

します。  
                                                                  
◎５年  学年経営方針  

 

 

 

 
（学年目標） 
＜知＞課題をもち､解決のためのよりよい方法を考えて最後まで行動できるようにします。 
＜徳＞マナーやルールについて考え、互いの考え方のよさを大切にし、共に高め合うこと  
   ができるようにします。  
＜体＞自分と他者の心と体を大切にし､進んで体力づくりができるようにします。  
＜公＞笹下や横浜のまちのよさを知り、社会の一員として自分のできることに取り組むこ
   とができるようにします。  
＜開＞様々な人との関わり合いを大切にして､自分のものの見方や考え方を広げることが
   できるようにします。                    
                  
◎６年  学年経営方針   

  

 （学年目標） 
＜知＞自分なりに課題をもち、深く考え、よりよい方法で問題を解決し、実践することができるようにし

ます。 
＜徳＞物事の善悪を判断してルールや礼儀を大切にし、互いの特性や考え方、生き方を認め合いながら

共に成長できるようにします。 
＜体＞自分の心と体の健康に関心をもち、互いの命を大切にし、自分から進んで健康・体力づくりが

できるようにします。                             
＜公＞社会(集団)のために自分ができることを考え、実践することができるようにします。 
＜開＞様々な人との豊かな関わり合いを通して、社会への視野を広げ、成長できるようにします。 
 
                                                   

みんなのステ木 

ペア学年の上級生となり、一人ひとりがリーダーとなっ

て活動したり、いろいろなことに挑戦したりして、お互い

に高め合えるように取り組んでいきたいと思います。４年

生みんなで１本のステキな「ステ木」を育てていきます！ 

All for ＨＩＳＨＩＴＡ 
～助け合い・やさしさ・大黒柱～ 

「友達と助け合って、下級生に優しく、日下小学校の

ために力を尽くせる『大黒柱』の６年生になろう！」とい

う、子どもたちの熱い思いが込められています。小学校

最後の１年、大きく成長できるよう支援していきます！ 

「当たり前のことを高いレベルでできるの

が高学年だ」との子ども達の意見から、一

人ひとりの言動の質を高めていくことを目

標としました。 

ハイレベル 

スタンダード 

子どもたちとの話合いをもとに

して、元気あふれる子どもたちが、

一人一人の力をせいいっぱい発揮

して、全力で取り組んでいくことを

願って決めました。 
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   ７・８月行事予定   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

〈７月〉 

１日（水） 給食開始 学校カウンセラー相談日（全日） 

２日（木） 発育測定（１年） 

      委員会活動 ４年５時間授業 
 ３日（金） 発育測定（２年） 

       個人面談① ４時間授業 １３：２０下校 
６日（月） テレビ朝会 発育測定（３年） 

個人面談② ４時間授業 １３：２０下校 
７日（火） 発育測定（４年） 

個人面談③ ４時間授業 １３：２０下校 
８日（水） 不審者対応訓練（２校時） 

        学校カウンセラー相談日（午後） 

９日（木） 発育測定（５年） 

個人面談④ ４時間授業 １３：２０下校 
１０日（金） 発育測定（６年・４組） 

１３日（月） テレビ朝会（学援隊紹介）学援隊総会 
       視力検査（１年） 
１４日（火） 視力検査（２年）議案説明会 
１５日（水） 視力検査（３年）不審者対応訓練予備日 

１６日（木） 視力検査（４年） 
６年コーチング研修（4～6 校時） 
安全点検日 

１７日（金） 視力検査（５年） 
学校カウンセラー相談日（午前） 

２０日（月） 視力検査（６年） 
２１日（火） 視力検査（４組） 
２２日（水） 給食終了 日下っ子会議 
２３日（木） 海の日 
２４日（金） スポーツの日 
２７日（月） ４時間授業 １２：２０下校 
２８日（火） ４時間授業 １２：２０下校 
２９日（水） ４時間授業 １２：２０下校 
       学校カウンセラー相談日（全日）  
３０日（木） 大掃除（４校時） 

４時間授業 １２：２０下校 
３１日（金） 授業終了 ﾃﾚﾋﾞ朝会 4 時間授業 12：20 下校 

〈８月〉 

≪ 夏休み：８月１日(土)～８月１６日(日) ≫ 
※閉庁期間も８月１日（土）～１６日（日）までです。 

１７日（月） 授業開始 朝会  

４時間授業 １２：２０下校 

１８日（火） ４時間授業 １２：２０下校 
６年日光修学旅行保護者説明会 

５年御殿場宿泊体験学習保護者説明会 

１９日（水） ４時間授業 １２：２０下校 
学校カウンセラー相談日（午後） 

２０日（木） ４時間授業 １２：２０下校 

２１日（金） ４時間授業 １２：２０下校  

２４日（月） 給食開始   
２５日（火）  
２６日（水） 学校カウンセラー相談日（午前） 
２７日（木） 
２８日（金） 総合防災訓練（６校時） 
       ６時間授業 １５：２５下校 
３１日（月） 朝会 

 
生活目標 

○めあてに向かってやりぬこう 

保健目標 

○暑さに負けないからだをつくろう 

給食目標 

○運び方、配り方をくふうしよう 

学校訪問カウンセラー教育相談日 

       １日（水）全日（ 9:00～17:00) 

   ８日（水）午後（13:00～17:00） 

         １７日（金）午前（ 9:00～11:30） 

２９日（水）全日（ 9:00～17:00) 

    １９日（水）午後（13:00～17:00） 

２６日（水）午前（ 9:00～11:30） 

大竹  翠学校カウンセラー 

特別支援教室：第２校舎１階 

（１年１組教室向かい） 
ご相談希望の方は、児童支援専任の中里まで 

ご連絡ください。（日下小学校 電話 843-7838） 

７月より給食が始まります 

７月１日（水）より、通常授業の時程となり、給食が始

まります。市教育委員からのガイドラインに基づき、感

染防止に配慮しながら指導していきます。マスク・白

衣の帽子・口ふきタオルのご用意をお願いします。 

夏休み水泳教室 

 今年度は、新型コロナウイルス感染防止対策により

水泳授業の実施は見送ることになりました。そのた

め、夏休みの水泳教室も行いません。 

 

 

≪５・６年宿泊 保護者説明会≫ 

８月１８日（火） 会場：３階 イングリッシュルーム 

６年： １４：００～１５：００  

５年： １５：３０～１６：３０ 

 ９月に、６年生の日光修学旅行、５年生の御殿場宿泊

体験学習を実施する予定です。上記のように保護者説

明会を行いますので、ご参加をお願いします。 

 

 

  

７月 

８月 
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