
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校便り 

 
令和２年 ８月２５日 

  新宿区立東戸山小学校 

  校 長  江原 敦史 

No.５  

「安全な学校生活に向けて」 
校長 江原 敦史 

本日から２学期が開始しました。 
学校では２学期からの感染予防対策を下記の通り行って
まいります。ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。 
 
１ マスクの着用 

相手との距離が十分に取れない状況においてはマス
クを着用して学習活動等を実施しますが、熱中症が想定
される場合はマスクを外し、熱中症の予防に努めます。
（適切な給水、暑さ指数に基づく活動の可否判断等も含
めて熱中症を予防します） 
＜マスクを外して活動する場合＞ 
・体育学習時  ・休み時間の休憩時（活動している場合） 
・相手との距離が取れる場合（学習活動時・登下校時） 
 
２ 健康観察の徹底 

学校では児童が持参した健康チェック表を毎朝確認
しています。健康チェック表の忘れや記入の不備（体温
等）があった場合は、保健室前で検温し健康状態を確認
します。ご家庭では、下記の点についてご配慮とご協力
をお願いいたします。 
・毎朝の検温等を確実に行い、健康チェック表に記入する。  
・下記の場合は、登校を控える。 
児童に咳や発熱、味覚や臭覚の異変等が見られる場合。 
同居の家族にも上記の症状が見られる場合。 
（明日から使用する健康チェック表に記入願います） 
同居の家族が PCR 検査を受ける場合。 

 
３ 手洗いの徹底 

学校では手洗いの時間を設けて、すべての児童が確実
に手洗いを行うよう指導しています。手洗いを行う主な
タイミングは次の通りです。 
・外から教室へ入るとき（登校時、休み時間後等） 
・給食の前後   ・トイレを使用した後 
・供用物の使用前後 ・咳やくしゃみ、鼻をかんだとき 

 
４ 咳エチケットの徹底 

学校では、学校における新しい生活様式として咳エチ
ケットについて指導しました。ご家庭におかれましても、
適切な咳エチケットについて今後も継続してご指導くだ
さい。 
 
５ 清掃・消毒 

学校では１学期において児童の清掃活動は見送りま
した。２学期以降も当面の間は同様に清掃活動を控え、
教員が放課後に清掃を行います。消毒については、文部
科学省の方針に沿って取り扱います。 
 
６ 換気の徹底 

学校では安全に換気できるよう、教室の窓に網戸を設
置しました。現在は気温が高いことから、エアコンを使
用しながら換気を実施しています。今後も換気について
は、適切に実施していきます。 

【８・９月行事予定】 
８月 

25 火 ・始業式  （給食あり）最終下校 13:15 SC 

26 水 ・耳鼻科検診（全）  ・委員会活動①  

27 木 ・発育測定(3･4)  

28 金 ・発育測定(5･6) SC 

31 月 ・全校朝会（放送） ・発育測定(若草) SC 

９月 

1 火 
・安全指導・避難訓練・発育測定(1･2) 

・保護者会（２）15:00～15:45 
SC 

2 水 ・聴力(2･3)     ・クラブ活動①  

3 木 
・聴力(1･5・若)  

・保護者会（1･3）15:00～15:45 
 

4 金 ・保護者会（4･5）15:00～15:45 SC 

5 土 ・登校日(全校) （給食なし）下校 11:45  

 7 月 
・全校朝会(放送) 

・保護者会（6･若）15:00～15:45 
SC 

 8 火  SC 

 9 水   

10 木 
・眼科検診(全)  ・脊柱側湾検診(5) 

・選挙出前授業(6) 
 

11 金  SC 

14 月 ・全校朝会(放送) SC 

15 火  SC 

16 水   

17 木   

18 金 ・水道キャラバン(4) SC 

21 月   [敬老の日]  

22 火  [秋分の日]  

23 水 ・クラブ活動②  

24 木   

25 金  SC 

26 土 

・登校日(全校)（給食なし）下校 11:45 

・学校公開①(1･4) 

・学校説明会（11:00～11:30 東戸山ﾎｰﾙ） 

 

27 日  ［開校記念日］  

28 月 ・全校朝会（放送） SC 

29 火  SC 

30 水 ・尿検査回収(全)  ・委員会活動②  

10 月 

1 木 ・安全指導日         [都民の日]   

2 金 
・読書期間始（～15日まで） 

・尿検査回収予備日 
SC 

 ※９月 27日[開校記念日]は、日曜日で休日です。 

※10月 1日[都民の日]は、登校日となり、平常通り 

授業を行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「 ＳＮＳルールについて 」～ 生活指導主任  

今や子どもたちにとっても身近になったスマートフォン。簡単にイ

ンターネットにもつながりますが、気軽に使えるからこそ、危険なこ

とに繋がってしまうこともあります。 

 ・インターネットやゲームの時間を決める。    

・自分や友達の個人情報を公開しない。 

 ・インターネットで知り合った人とは会わない。 

学校ではこのようなことを指導しています。他にも、 

 ・メッセージを送るときは、言葉に注意して、相手を傷つけるよう

なことは書きこまない。 

 ・インターネットの情報を安易に信じない。 

など、日ごろの学習活動の中でも触れています。今一度ご家庭でも安

全な使い方を話し合ってみてください。 

「算数の学習について」 算数主任  

 算数の学習では、前の学年で学習したことの積み重

ねがとても重要になります。かけ算九九ができなけ

ればわり算の商が立てられませんし、小数や分数の

かけ算・わり算なども計算ができません。 

２～６年生は、７月に「東京ベーシック・ドリルＡ

問題」に取り組みました。前学年の内容になるので復

習になります。できていなかったところは、算数の習

熟度別少人数での授業や放課後学習などで取り組ん

でいき、確実に身に付けられるようにしていきたい

と思います。 

 ご家庭でも、子どもたちがどんな学習をしている

のか、ぜひ見ていただき、生活の中で 

積極的に算数を生かしていってほしい 

と思います。 

 

「人間を好きになる勉強」 国語主任  

 日々の生活を送る上で絶対に欠かせない「言葉」。

言葉は自分自身の思いを表現するものであると同時

に、他者との触れ合いの道具でもあります。その言葉

の理解が深まれば深まるほど、自分の世界は広がり、

日々の生活は豊かなものになります。そうした言葉

に、真剣に向き合う学習が「国語」です。 

国語の学習では、様々な言葉に触れながら、その言

葉の意味や、背後にある人の「思い」を探っていきま

す。学級みんなで学んでいくなかでは、友達の「思い」

に触れることもできます。 

国語の学習とは、言葉を正しく理解し、考えを深め

るなかで自分を知り、そして、人の思いに共感する、

いわば、「人間を好きになる勉強」であります。そう

考えると、冒頭に記したように、国語とは、「自分の

世界を広げ、生活を豊かにする」学習であることが、

よく分かります。よりよい自分づくりを目指して…。 

『保護者会のお知らせ』 
※来校の際は、マスクをご着用ください。また、受付で
名簿への記入とサーモグラフィによる検温を必ず行
ってください。体調が優れない時は、来校をお控えく
ださい。 

9月 1日（火）２年 午後３時～３時４５分 

          図書室（全体会）⇒ 教室 

 

9月 3日（木）1年 午後３時～３時４５分 

          図書室 

        ３年 午後３時～３時４５分 

          東戸山ホール 

 

9月 4日（金）４年 午後３時～３時４５分 

           図書室（全体会）⇒ 教室 

       ５年 午後３時～３時４５分 

          東戸山ホール 

 

9月 7日（月）６年 午後３時～３時４５分 

          東戸山ホール（全体会のみ） 

        若草 午後３時～３時４５分 

          若草各教室 

『土曜登校日』と『学校公開』について 

◎『土曜登校日』は、全校児童が登校します。給食な

しで３校時まで、１１時４５分下校となります。 

・ ９月 ５日（土） 

・ ９月２６日（土） （１年・４年 学校公開） 

・１０月１０日（土） （２年・５年 学校公開） 

         （若草１組・４組 学校公開） 

・１０月３１日（土） （３年・６年 学校公開） 

         （若草２組・３組 学校公開） 

 ・１１月１４日（土） 

 ・１１月２８日（土） 

 ・１２月１２日（土） 

・ １月３０日（土） （若草全学級 学校公開） 

・ ２月１３日（土） 

 ・ ２月２７日（土） 

◎『学校公開』は、３密を避けることを踏まえて、 

 分散して行います。ご確認ください。 

  各日、午前８時３０分～１１時３０分までの 

授業公開となります。感染防止のため、上記対象 

学年保護者のみの参観といたします。 

 

《教材費の 

引き落としについて》  

 ２学期より、教材費の口座引

き落としを開始いたします。 

金額や引き落とし日等は、学

年だよりで後日お知らせいた

します。 

残高不足とならないように

お願いいたします。 



 


