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新年度が始まり、３か月が過ぎようとしています。

そのほとんどが緊急事態宣言下の日々でした。この

状況の中、各ご家庭や地域の方々にご協力いただき、

可能な活動を行い、進んでこられたこと、大変感謝

しています。ありがとうございます。新型コロナウ

イルス感染への不安はまだ続きますが、できること

をやって乗り切りたいです。 

ご家庭では、毎日の検温やからだの様子を確認し

てもらい、継続して健康チェックカードの記入をお

願いしています。教員は、子供たちが密の状態にな

らないように指導を続けながら、暑くなってきたの

で熱中症への対応も考えています。運動時の可能な

範囲でのマスクの着脱を促して、指導しています。

毎日の校舎内の清掃は、用務主事がていねいに行っ

ています。学校運営協議会の方々は、定期的に校舎

内の消毒作業を行ってくれています。 

学校に関わる様々な人のつながりによって、安心

して学校生活が送れるのだと、日々実感しています。 

「２年ぶりに」という活動がほとんどなのですが、

全校で体力テストを実施することができました。

１・２年生にとっては、初めての取組です。もとも

と本校では、低学年児童に高学年の児童が付き添い、

サポートするという計画になっています。その様子

を見ることができました。「よく見て。こう動くか

らね。」「○○さん、次はこっちだよ。」など、優し

い声掛けや背中に手を添えて次の場所へ移動する

姿がありました。高学年としてのリーダーシップや

責任感や慈しむ気持ちが伝わってきました。お兄さ

ん・お姉さんに見守られて体を動かす１・２年生も

うれしそうで、楽しく取り組むことができたようで

した。 

また、２年ぶりの取組として、６月には弓ヶ浜移

動教室（６年生）と水泳指導開始もありました。ど

ちらも感染症対策を施し、以前とは違う取組となり

ました。どの時点までマスクを着けるのか、会話を

しない、人数を少なくする、整列の間隔を広くとる

など、数多くのことを考えて計画・実行しています。 

感染症の状況の変化に対応しながらも、その対策

として継続して取り組むことは、確実に行っていか

なければなりません。さらに、コロナ禍以前と同じ

ように活動することができないこともあります。昨

年度の活動や行事の内容をしっかりと検討し、これ

からも進んでいきたいと考えています。     

７月は１学期の学習のまとめや生活の振り返り、

夏休みの計画を立てる月となります。引き続き、本

校の取組についてご理解・ご協力をよろしくお願い

いたします。 
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学校だより 

 

できることをしっかりと 
副校長 久保 知己 

  いよいよ本格的な夏、厳しい暑さがやってきま

す。暑さや感染症に負けないためにも、充分な休

養（睡眠）、栄養（食事）、そして適度な運動が

大切です。生活リズムを整え、この夏を乗り切り

ましょう。外に出て活動するときは、熱中症も心

配です。帽子をかぶって水分補給を十分に行い、

運動しながら汗をこまめにふき取りましょう。 

お金に関するトラブルも、夏休みによく見られ

ることの１つです。お金の管理や使い道について、

お子さんとよく確かめてください。子ども同士の

お金のやりとりやおごる・おごられるなどの行為

は避けましょう。生活や安全、ＳＮＳ，お金のこ

となど、楽しい夏休みを過ごすためにも、ご家庭

で様々なことを話題にしてみてください。 

７月の目標   
☆体をきたえよう         (生活指導目標)   生活指導委員会 
☆夏休みの過ごし方を考えよう     (安全目標） 

         



タブレット PCの現状について 

                          ICT担当  
 

一人一台タブレット PC が支給され、3 か月が経ちました。様々な教室でタブレット PC を使って

いる児童の様子が見られます。その裏では、教員の研修や PCの管理、ソフトのインストールやアッ

プデート、ルーターの準備等を同時に進めています。ICT 支援員の方に支えられながら、円滑に PC

が使用できるよう環境を整えているところです。 

６月には、全学年で WebQU を実施しました。そして、７月２日（金）には、全児童がタブレット

PCを持ち帰り、ご家庭でのインターネット接続の試行を行います（詳しくは、6月 18日配布の別紙

をご確認ください）。貸し出しルーターをお渡しできない 1～3 年生のご家庭には、また別日を設定

いたしますので、ご了承ください。また、４～６年生はロイロノートで課題の提出ができるかも試

行する予定です。 

２学期以降には、３年生以上でタブレット PC を持ち帰らせる予定です。タブレット PC のケース

の準備や充電等、ご家庭にお願いすることがでてくると思いますが、その際もご協力をお願いいた

します。詳しくはまた別紙でお伝えいたします。 

タブレット PC についての課題はいろいろとありますが、児童も教員もタブレット PC という便利

なツールを学びにつなげていけるよう、今後も支援していきます。 

今年度の特別活動の取り組みについて 

特別活動主任   

高井戸東小学校では、集団での活動を通して、豊かな人間性や社会性を育てるために、様々な取

り組みを行っています。このうち、児童会・クラブ・縦割り班について簡単にご紹介します。 

【児童会活動】 

高東小には、集会・放送・図書・保健・運動・

環境・音楽・給食・掲示・代表の１０委員会が

あります。 

５年生・６年生は、全員が委員会に所属して

学校内の仕事を分担し、自分たちの学校生活の

充実と向上を図るための活動を行っています。 

このうち、代表委員会には４年生も参加して

います。例年は、近隣の小・中学校と連携して

あいさつ運動も取り組んでいるのですが、コロ

ナ禍であることから、あいさつポスターを作成

し、各校で掲示することになりました。 

どの委員会も、学校をよりよくするために話

し合い、活動を計画しています。 

 

 

【クラブ活動】 

４年生以上の児童が１１のクラブに分かれて

交流を深め、異学年で交流しながら共通の興味

関心を追求する活動をしています。年間の活動

予定や約束は高学年が中心となって話し合いで

決めています。クラブ活動を通して、個性の伸

長を図り、主体的・実践的な態度を育てます。 

【縦割り班活動】 

いろいろな学年の子供たちの交流の場として、

縦割り班活動を行っています。各学年数人ずつ

を集めた班です。今年度は、遊び場所を校庭に

し、遊ぶ人数を減らすために、１回の遊びを３

学年に絞って行っています。班全員が集まるこ

とができないので、６年生を中心に、班の児童

の名前や顔を覚えられるような遊びを企画し、

異学年の交流を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

外国語担当  

本校ではこれまでも、全ての学年で英語を中心とした外国語活動を行ってまいりました。外国語の学習につい

て、昨年度より高学年は「外国語」となり教科化されました。３，４年の「外国語活動」の目標は①「言語や文

化について体験的に理解を深め、日本語と外国語との音声の違いに気付き、外国語の音声や基本的な表現に慣れ

親しむ。」②「身近で簡単な事柄について、外国語で聞いたり話したりして自分の考えや気持ちを伝え合う力の素

地を養う。」③「言語やその背景にある文化に対する理解を深め、相手に配慮しながら、主体的に外国語を用いて

コミュニケーションを図ろうとする態度を養う。」の３つです。５，６年の「外国語」の目標は、①「日本語と外

国語との違いに気付き、これらの知識を理解するとともに、実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎

的な技能を身に付けるようにする。」②「コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、話したり聞

いたりしたり、読んだり書いたりして、自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基礎的な力を養う。」③

「言語やその背景にある文化に対する理解を深め、相手に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケー

ションを図ろうとする態度を養う。」の３つです。 

低学年は年間５時間、中学年は年間３５時間、高学年は年間７０時間の予定で授業が行われています。全学年

に ALT（外国人の指導助手）や JTE（日本人英語サポーター）がつき、担任と一緒になってゲームや歌を楽しみな

がら、日常生活に必要な外国語の表現を身に付けています。 

今年度も JTEや ALTと協力して外国語活動や外国語を行い、子供たちが「もっと世界のことを知りたい！」「た

くさんの人と話すことが楽しい！」と思えるような楽しい外国語活動・外国語を展開していきたいと思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Let’s start our English Lesson!! 

 書道家の春風香葉先生に書写の入門指導をしていただきました。

丁寧に筆を運び、集中して「二」を書きました。 

合言葉は、★よく見る 

     ★よく聞

く 

     ★よく書

く 

「大きくて元気のよい字だね。」 

「二画目がまっすぐで気持ちがいい

ね。」と、春風先生にたくさんよいとこ

ろを見つけていただき、自信をもって、

書くことができました。 

普通の「二」、太い「二」、細い「二」、小さい「二」。

「同じ「二」でも、書き方を変えると面白いね。」 

「四つ並べると、「二」の家族に見えるね。」と、 

子供たちからたくさんの感想が出てきました。 

３年生の広場 



＜７・８・９月の行事予定＞ □･･･スクールカウンセラー来校日 

※緊急事態宣言が解除されたので、７月の放課後ロング遊びと朝遊びを再開します。 

＜お知らせ・お願い＞ 

 

月 火 水 木 金 土 日 

   ７／１ 午前授業 

 

２ 午前授業 

安全指導 

タブレットＰＣ持

ち帰り 

放課後ロング遊び

再開 

３ ４  東京

都議会議

員選挙 

５ 午前授業 

社会科見学 4 年② 

インターネット接

続確認（Teams） 

６ 午前授業 

タブレットＰＣを

学校へ持参 

朝遊び再開 

７ 午前授業 

 
８ ９ 

社会科見学 4 年③ 

放課後ロング遊び 

１０ 

土曜授業 

ｾｰﾌﾃｨ教室

1・2 年 

１１ 

１２  

昼集会 

１３ 

社会科見学 6 年 

朝遊び 

１４ 

クラブ活動 

１５ 

避難訓練 

１６ 

放課後ロング遊び 

１７ １８ 

１９ 

異学年集会 

給食終 

２０ 午前授業 

（東っこなし） 

朝遊び 

終業式 大掃除 

２１ 

夏季休業日始 

個人面談（希望者）

始 

２２ 

海の日 

２３ 

スポーツの日 

 

２４ ２５ 

２６ 

ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ教室 

学校図書館開館日 

２７ 

ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ教室 

学校図書館開館日 

２８ 

ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ教室 

学校図書館開館日 

２９ ３０ 

個人面談（希望者）

終 

３１ ８／１ 

８／２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

車いすバス

ケ観戦 1・

6 年 

２９ 

３０ 

車いすバスケ観戦

2・5 年 

３１ 

パラ陸上競技観戦

3・4 年 

夏季休業日終 

９／１ 午前授業 

（東っこなし） 

始業式 

避難訓練（引渡訓練） 

２  

給食始 

３ 

安全指導 

４ ５ 

夏季パワーアップについて 
 ７月２６日（月）～２８日（水） 
 ・参加児童のご家庭には、別紙にて時間等の詳

細をお知らせいたします。 
学校図書館開館について 
７月２６日（月）・２７日（火）・２８日（水） 
９：００～１２：００  
・上履きを持参し、来館するようにしてく

ださい。 
２学期始業式について 

９月１日（水） 普段通りの時刻に登校 
・給食なし（給食は９月２日（木）からです。） 
・東っこなしの時程です。 
・１１時２０分から、1年生のみ引き渡し訓練
を行います。詳しくは別紙にてお知らせいた
します。 

 
７月の学校運営協議会（CS会議） 
 令和３年７月１０日（土） 
午前１１時１５分より  家庭科室にて 

  今回も、感染症拡大防止のため、傍聴は中止
とさせていただきます。 

学校閉庁日について 
【学校閉庁日】 

８月１０日（火）～１３日（金）４日間 
※８月９日（月）は振替休日です。 

【緊急連絡先】 済美教育センター  
０３－３３１１－００２１ 

 

児童用タブレットＰＣについて 
２日（金）にタブレットＰＣを家庭へ持ち帰

り、５日（月）にインターネット接続の確認を
行います。詳しくは６月１８日（金）配布のお
たよりをご確認ください。 

 

オリンピック・パラリンピック 

学校連携観戦について 

行事予定にありますパラリンピック観戦で

すが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況に

よって中止とする場合があります。 

実施か中止かについては、後日学校のメール

等でご連絡いたします。ご承知おきください。 

 


