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       令和 2年度 教育活動を振り返って 
金 森 孝 子 

 「春は名のみの風の寒さや ・・・谷の鶯歌は思えど・・・時にあらずと声も立てず・・・時にあらずと声も

立てず」この２月は、寒暖の差が激しく、暖かくなったかと思ったら冬の気温に逆戻り。歌は「早春賦」（作詞：

吉丸一昌 作曲：中田章）の 1番ですが、この鶯の気持ちが分かるようなこの頃です。 

卒業式、修了式まで１か月を切り、子どもたちから進級や進学を意識した会話が聞かれるようになりました。

新しい学年や学校への期待感、そして不安など、発せられる言葉も様々です。特に児童期後半は、思春期への扉

を少しずつ開けながら、大人への期待や反発など、十人十色、様々な反応を示します。３月 1日から、「学級風

景」の動画を配信します。集団での学びは、子どもたちの考えを深めたり、社会性を培ったりしますが、表現の

仕方は個々によって様々です。子どもたちは経験する中で多くのことを学びますが、今、著しい成長の過程にあ

ります。ぜひ今の子どもの姿として、1年間の成長を感じながら視聴いただけば幸いです。 

今回、3月号ということで、私が今年度の教育活動の中で特に印象に残った学習を学年ごとに紹介します。 

◇1年「生活」「山田幼稚園との交流会のための『クイズづくり』」年長さんに向けて、山田小のことを知って

もらうために話し合いを重ねて作りました。自分たちの姿を通して楽しんでもらえるよう撮影しました。 

◇2年「生活」「広がれ、わたし」小さいころから今に至る成長の過程とそれを支えてくれた人たちを思いなが

ら、一人一冊のアルバムにまとめました。アルバムを繰り返しめくり、大切にする様子が見られました。 

◇3年「国語」「私たちの学校じまん」グループで内容を決め、分担して発表する

活動ですが、資料を集めたり話の構成や話し方の工夫をしたりするなど、グ

ループで練習を重ねながら発表の技能も高めていました。 

◇4年「図工」ものづくりや表現することに夢中になって取り組む姿を何度も見ま

した。版画「ほると出てくる不思議な花」「コロコロガーレ」など個性あふ

れる作品が揃う中、友達の作品への関心も高い子どもたちです。 

◇5年「総合的な学習」「収穫祭」育てたイネの学習のまとめとして取り組みまし

た。特別活動、音楽などの学びを生かし、グループで表現したい姿を共有、

試行錯誤しながら、集団で解決する力を高めていました。 

◇６年「総合的な学習」と「特別活動」「鎌倉修学旅行」「感謝の会」「卒業に向

けて」など、実行委員会を中心に、どのような行事にしていきたいかという

思いを出し合い、一つ一つの活動を充実させていました。 

◇5・6組「1年との交流」「近隣校との交流」1年生が楽しめるクイズを考え、

司会、出題など活躍しました。ZOOMを用いた集会を 3回実施し、1年生

と交流しました。また、「こぶとりじいさん」の話を貼り絵で作成し、音読や和太鼓などの効果音も加え、

紙芝居として近隣校に発表しました。 

学校評価報告書、令和 3年度の行事予定は、3月に配付いたします。コロナ禍における緊急対応や教育活動に

対する、保護者、地域の皆様のご理解とご協力に、厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度の教育活動等について（2月 26日現在） 
■1校時当たりの時間を従来の 45分に戻し、5分間の手洗いタイムも確保するようにします。（下校時刻は、現在の時刻

と大きく変わらないようにします。） 

■4月授業参観（新 1年は 5月）は、実施できるようにします。 

■前期の学級懇談会については未定ですが、家庭訪問は 4月下旬から 5月中旬にかけて実施予定です。 

■運動会は、10月 16日（土）実施予定です。 

■土曜参観は 11月６日（土）実施予定です。 

■6年生修学旅行は、11月 19日（金）～20日（土）箱根方面を予定しています。 

■5年生体験学習は、10月 27日（水）～28日（木）西湖を予定しています。 

児童の投票で決まった 

山田小 50周年キャラクター 



朝会　　　卒業を祝う週間（３月１９日まで）
６年生学級風景配信
ICT支援員来校
５年生学級風景配信
４年生学級風景配信

スクールカウンセラーAM
代表委員会　個別級・３年生学級風景配信

２年生学級風景配信

ICT支援員来校　１年生学級風景配信
卒業式会場準備　

朝会

卒業式予行 　スクールカウンセラーAM
給食終了　大掃除（６年生）

17
短縮

18 卒業式前日準備（５年生） 全学年１１：５０下校
短縮 スクールカウンセラーPM
19

短縮

22 大掃除週間（１～５年生）
短縮 １～５年生１１：５０下校
23

短縮

24
短縮

25
短縮

26 修了式（友達の発表５年）
短縮 離任式

学年末休業

６年生を送る会　　　　　 　全学年１１：５０下校

卒業証書授与式（１～5年生休業日）

春分の日

市民読書の日

スクールカウンセラーAM

３月の行事予定 お知らせ
1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

水

木

金

20 土

21 日

月

火

水

木

金

30 火

31 水

27 土

28 日

29 月

給食終了 ３月１６日（火）
今年度の給食は１６日で終了します。給食当番の

児童は白衣を持ち帰りますので、洗濯をしアイロン
をかけて、６年生は１８日（木）まで、１～５年生は、
２２日（月）までに児童に持たせてください。

お別れ式・卒業証書授与式
３月１９日（金）

卒業生が本校を巣立っていきます。あたたかい卒
業式になるよう心を込めて準備を進めてまいります。
なお、１～5年生はお休みになります。卒業生の最
終下校時刻は、１１：４５の予定です。

年度末返却書類等について
（１～５年生）

年度末に、次の３点の書類等をご家庭に返却い
たします。学年末・春季休業の間に加除修正し、紛
失等がないよう大切に保管してください。

○学校家庭連絡票
来年度より様式が新しくなりますので、 新しい

用紙に記入して提出してください。
（古い用紙はご家庭で破棄してください。）

○児童保健調査票
→返却した用紙に、必要箇所を記入して

提出してください。
右下の欄にサインをお願いし ます。

○健康手帳
提出日：４月１１日（月）

４月の主な行事予定
※２/２６現在の予定ですので、変更になる

ことがあります。
６日（火） 新６年生登校日
７日（水） 着任式・始業式・入学式

１２日（月） 給食開始
２２日（木） 授業参観
２３日（金） 授業参観
３０日（金） 避難訓練・引き渡し訓練
２６日（金）・５月６日（月）・７（火）・１０日（月）・１３日
（火） １４日（水） 家庭訪問
※授業参観や家庭訪問は、情勢により日にち
や行い方に変更が生じる場合があります。ご
了承ください。

大掃除

６年生は１６日（火）に１～５年生は２２日（月）から

の週に大掃除を行います。使用したロッカーや机、

身の回りを３０分程度掃除します。



１月 29日・2月 9日  

6年生 プログラミング学習「MESH」 
2月 1日 「2月の朝会」 

 
 

6年生と個別支援級の子どもたちが、プログラミ

ング学習ツール「MESH」を使って、学習しまし

た。「MESH」とは、身近なものとセンサーやスイ

ッチなどの機能を組み合わせ、プログラミングする

ことで、さまざまなアイデアを形にできるツールで

す。子どもたちは、どの子も頭をフル回転させ、ア

イデアを出し、試行錯誤しながら解決しました。今

回は「電気のプログラミング」に取り組みました。 

月初めの朝会は、生活目標の確認があります。

校長先生の話の後、保健委員会から今月の保健目

標として「正しい姿勢をしよう」という話があり

ました。 

また、給食委員会から今月の給食目標として「寒

さに負けない強い体を作ろう」という話がありま

した。 

どの子も、今月の目標を意識して、生活してい

こうとする姿が感じられました。 

2月 2日 「避難訓練」 2月 8日 集会委員会「並び替えゲーム」 

    

 ２時間目のはじめ、避難訓練がありまし

た。今回は、地震と火災を想定して訓練しま

した。訓練の放送が流れたら、ヘルメットを

かぶり、ハンカチやマスクで口を押さえ、「お

かしも」の約束を守り、素早く整列しました。

今回も校庭には出ないで、教室までの避難訓

練でした。その後、校長先生と安全部から阪

神・淡路大震災や東日本大震災等の話があり

ました。 

 集会委員会が考えた「並び替えゲーム」を、

全校テレビ放送で行いました。バラバラに並

んでいる文字を並び替えて、答えを考えまし

た。子どもたちが考えた「ゴフーツラドンル」

「つかんど」「るそみし」「レラーカスイ」等

の問題がありました。 

全校のみんなで楽しく取り組むことがで

きました。 

 

 



2月 9日 「クラブ活動」 2月 15日 「学校保健委員会集会」 

  

6 時間目、４年生、5 年生、６年生は、最

後のクラブ活動がありました。今年度は残念

ながら、コロナ禍でほとんど活動ができませ

んでしたが、どのクラブも、楽しそうに取り

組んでいました。 

来年度は、クラブ活動が計画通りに行わ

れ、自分たちの力で計画し運営ができるよ

う、興味あることに楽しく取り組めると良い

と思います。 

 学校保健委員会集会が、テレビ放送であり

ました。みんなが元気に健康に過ごすため

に、各クラスが取り組んできたことを発表し

ました。どのクラスも活動が伝わる発表でし

た。子どもたち一人一人が、これからも元気

に健康に過ごすために、必要なことを考え

て、進んで取り組んでいって欲しいと思いま

す。 

 

2月 22日 朝会  

『市・区図画工作作品展』表彰 
 

 
 

朝会がありました。校長先生から「2月 22

日は、友情の日。友達のすばらしさを考える

日にしてください」という話がありました。

その後、市や区の図画工作作品展に出展され

た子どもたちの表彰がありました。 

  

 

職員室の前の花壇の

『梅の花』が咲きまし

た。春の訪れを感じさ

せる、ステキな山田小

の光景です。 

 


