
 
 

子供たちあっての学校！ 

 突然の臨時休業から約３か月を迎えようとしています。 
６月１日の学校再開に向けて段階的に学校生活に慣れることが 
できるように，本校では３回の臨時登校日を設けることにしま 
した。５月１８日（月）は，第１回目の臨時登校日でした。久 
しぶりに学校内に子供たちの元気な声が戻り，登校してきた子 
供たちも，友達との再会に笑顔を見せていました。学校の主役 
は，やはり子供たちだということを改めて感じさせられた１日 
でした。まだ入学していない１年生も登校し，しっかり先生の 
話を聞いている様子にはびっくりしました。 
 ６月１日（月）の始業式・入学式に向けて職員が力を合わせ 
て取り組んでまいります。ご家庭でも，課題に取り組む子供た 
ちを励ましていただきながら，準備を進めていただけますよう 
お願いいたします。 

学 校 間 交 流 学 習 

                                        校長  鶴田 忠幸 
 
 「学校間交流学習」は，『他校の児童との新しい出会いを通して多様な関わりを持ち，学び合う楽しさや意義を

体験するとともに，思考力やコミュニケーション力，多様な人間関係の中での協調性等を身に付けていく』とい

う趣旨で行われています。令和２年度も実沢小学校，福岡小学校，野村小学校，根白石中学校の子供たちと合同

で様々な学習をしていきます。その活動を通して根白石小学校の協働型重点目標の一つである「相手の話を受け

て，自分の意見を分かりやすく伝えることができる子供の育成」の一助にしていきたいと考えています。 
 今年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止と「三つの密」を避けるため，年度始めに計画した交流学習が一

部できなくなったり，日時や場所等を変更したりしなければならないものも出てきました。以下に，５月末時点

で予定しています交流学習を紹介します。 ※対象学年や内容によって参加校が違います。また，実施日や場所

が変更になる場合もあります。詳しくは各学年だよりでご確認ください。 
 

 ○１～３年交流会（６月～７月）  ：４校の下学年が学年ごとに学習の交流を行う。 
 ○１・２年校外学習（９月４日）  ：３校合同で仙台うみの杜水族館を見学する。 
 ○修学旅行事前交流会（９月４日）  ：３校の児童が顔合わせと班ごとの話し合いを行う。 
 ○陸上記録会練習会（９月４日）   ：２校の高学年が根白石中学校の陸上部員に指導を受ける。 
                    ※陸上記録会は中止となりましたが，練習会は実施予定です。 
 ○修学旅行（１０月１日～２日）  ：３校混合のグループ活動等を行う。 
                    ※１１月に，取組結果を紹介し合う発表会を予定しています。 
 ○５年校外学習（１０月１６日）  ：３校合同でトヨタ自動車東日本工場，仙台高砂コンテナターミナルを                   

見学する。 
 ○４年校外学習（１１月１８日）  ：３校合同で福岡大堰等を見学する。 
 ○６年校外学習（１１月２０日）  ：３校合同で震災遺構荒浜小学校等を見学する。 
 ○４年校外学習（１１月２５日）  ：４校合同で松森清掃工場，スポパーク松森を見学する。 
 ○３年校外学習（１２月１日）   ：３校合同で宮城県警察本部や青葉消防署を見学する。 
 ○５年校外学習（１２月８日）   ：２校合同でＮＨＫ仙台放送局や河北新報社を見学する。 
 
 ※上記の他，実沢小学校の１年生と３年生，４年生とは毎日，交流学習を進めていきます。今年度は，３月ま 
  での予定です。 
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 入学前の１年生です。 

立派でびっくりしました。 



           

 

 

＊５月２２日（金）時点での予定です。変更になる場合は，各学年の学年だよりで改めてご連絡を差し上げます。 

＊６月１日（月）～５日（金）の詳細は，下記「６月の第１週の予定と給食について」でご確認ください。 

＊保健関係の行事につきましては，保健だよりをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

＜６・７月の行事で中止になったり，変更になったり，検討中であったりする行事＞ 

日にち 行事名 変更等の内容 

６月1日（月）2日（火） ４・５年 野外活動 以前にも連絡してありますが，今年度は中止です。 

６月８日（月） 学習参観日 新型コロナウイルス感染予防のため，中止とさせていただきます。 

６月９日（火） プール開き 今年度の水泳の授業が行えるのかどうか現時点では分かりません

ので，教育委員会からの通知を待って決定していきます。 ７月実施予定 着衣水泳 

６月8 日（月），６月10

日（水），６月11 日（木） 

体力運動能力調査 実施するかどうかについては，現在教育委員会で検討中であるた

め，通知がきましたら，連絡を差し上げます。 

6 月15 日（月） 縦割り地域清掃 現在実施するかどうか検討中です。 

６月16 日（火） 避難訓練・引き渡し

訓練 

実施するかどうか検討中です。「引き渡し訓練」を実施しない場合

には，一斉メールで5/25 以降連絡を差し上げます。 

６月23 日（火） ４年清掃工場見学 11/25 実施に変更になりました。 

６月25 日（木） １～３年の交流会 根白石小，実沢小，福岡小，野村小との学年ごとの交流会が予定

されていましたが，新型コロナウイルス感染予防のため，中止と

させていただきます。今後，別の形での交流を考えていきます。 

７月2 日（木） 5年オーケストラ鑑賞会 以前にも連絡してありますが，今年度は中止です。 

７月10 日（金） 七夕ふれあいまつり 新型コロナウイルス感染予防のため，中止とさせていただきます。 

                         

 

【夏休み中の授業日について】 

  
仙台市教育委員会からの通知を受け，また，近隣校とも 
確認し，夏季休業中【７／２１～８／２４】の授業日を 
次のように設定することといたしましたので，お知らせ 
します。 
 

 

月 日 曜 予 定 

６ １ 

 

2４ 

月 

 

水 

着任披露式，１学期始業式， 

入学式（13:00），10:45 完全下校 

PTA 拡大役員会（18:30 開始） 

月 日 曜 予 定 

７ １ 

３ 

水 

金 

開校記念日・開校記念式 

守ろうデー，避難訓練 

 月 火 水 木 金 土 日 

 

7 

 

月 

 

 

２１ 

授業 

２２ 

授業 

２３ 

 

２４ 

 

２５ ２６ 

２７ 

授業 

２８ 

授業 

２９ 

授業 

３０ 

授業 

３１ 

授業 

  

 

 

８ 

 

月 

     １ ２ 

３ 

授業 

４ 

授業 

５ 

授業 

６ 

授業 

７ 

授業 

８ 

夏休み 

９ 

夏休み 

１０ 

夏休み 

11 

夏休み 

１２ 

夏休み 

１３ 

夏休み 

１４ 

夏休み 

１５ 

夏休み 

１６ 

夏休み 

１７ 

夏休み 

１８ 

夏休み 

１９ 

授業 

２０ 

授業 

２１ 

授業 

２２ ２３ 

２４ 

授業 

      

夏季休業中の授業日 

７月 ２１日（火），２２日（水），２７日（月）， 
２８日（火），２９日（水），３０日（木）， 
３１日（金） 

８月 ３日（月），４日（火），５日（水），６日（木）， 
７日（金），１９日（水），２０日（木）， 
２１日（金），２４日（月） 

６・７月の行事

７・８月カレンダー 



 
 

 

【給食開始に向けてのお願い】         

◎箸を忘れて借りた場合は・・・ 
 お子さんが箸を借りた場合に，昨年までは塗り箸をお貸しして，洗って持っ

てきていただきましたが，今年度から，割り箸を貸し出します。割り箸を借

りたら，新しい割り箸を持たせてください。ご協力をお願いします。 

 
◎ランチョンマットは・・・ 
 給食時間に毎日ランチョンマットを使います。ランチョンマットは，毎日洗濯して清潔な物を持たせてくだ

さい。 

 
◎歯ブラシ・コップについて 
 本校では，給食後に歯磨きを行っております。昨年度までは，週末に歯ブラシ・ 

コップを持ち帰っておりましたが，今年から毎日持ち帰るようにしますので，歯ブ 

ラシ・コップを家できれいに洗って持たせてください。 

 
【臨時休業中の心のケア】 

臨時休業が長引いており，お子さんが不安やストレスを抱えているかもしれません。保護者の方が，お子さ

んのことで心配なことがある場合は，学校までご相談いただければと思います。相談がある場合は，まず学校

までご連絡をお願いいたします。相談内容によって，養護教諭・生徒指導主任・教育相談担当・給食担当にも

つなぎます。 
 

【相談窓口  根白石小学校教頭 清（せい）  ℡３７９－２４１７】 

 

 ※スクールカウンセラーへの相談をご希望の場合は，５月１８日（月）配付の「相談室だより」をご覧に

なり，予約申込書を提出ください。 
 

 対 応 内 容 

６月１日（月） 
  ・ 
６月２日（火） 

◎児童が感染予防対策を踏まえた学校生活に慣れる期間 
◇給食なし 

＜６月１日＞２～６年は２時間授業。１０時４５分完全下校。 

      １年生は，入学式のため，１２時３０分まで保護者と一緒に登校。 

      入学式の開始は，１３時です。 

 

＜６月２日＞１年生は，３時間授業。（昼食なしで下校） 

      ２～６年生は業間短縮４時間授業。（昼食なしで下校） 

６月３日（水） 
   ～ 
６月５日（金） 

◎感染予防対策を踏まえた給食当番活動，トレイと食器（パン皿）を使用して配膳・下膳・

喫食の仕方を確認する期間 
◇簡易給食 

・パン  ・牛乳 

＜６月３日～５日＞ 

 １～６年生は，４時間授業。簡易給食（パン・牛乳）を食べて下校。 
 副食（おかず）は持参しません。 

６月８日（月） 
   ～ 
 
 

◎副食の配食の仕方を確認 

◇完全給食 

 ・主食 ・牛乳  ・副食 

＜６月８日＞１～６年生は，給食を食べて，通常通りの授業。 

６月の第１週の予定と給食について 



【臨時休業中のお子様に関するアンケート】 

 ５月１８日（月）の登校日に，臨時休業中のお子さんの様子や心配なこと等を書いたアンケート用紙を持たせ

ていただき，ありがとうございました。お子さんの様子を詳しく教えていただき，子供たちなりに頑張っている

様子を知ることができて，うれしく思いました。また，お子さんの様子で心配なこともお知らせいただきました

ので，担任の方でも子供たちの様子を気を付けて見ていったり，声を掛けたりしていきたいと思います。 
 アンケートに書いていただいたことを紹介させていただきます。(抜粋) 
 
１ お子さんは，臨時休業中どのように過ごしていますか。勉強のこと，運動のこと，工夫していること等を自

由にお書きください。 

  
 ・勉強は，ドリルを使って進めていました。運動は，庭で自転車をしたり，部屋でストレッチやキャッチボー

ルをしたりしていました。 
 ・お休み中，苦手だった箸の正しい持ち方ができるようになりました。 
 ・運動は自転車でサイクリングをしたり，散歩をしたりしていました。勉強は，自分で気が向いたときにして

いました。畑で兄と一緒に種をまいたり,苗を植えたりし，成長するのを見ながら楽しんでいるようでした。

今は,料理に興味津々で,自分でできることを増やしています。 
 ・家事の手伝いを率先してやってくれ，そのあとに午前中は集中して勉強，午後は外で遊んだり畑の手伝いを

したり，弟の面倒を見ながら川の生き物を探しに行ってくれたりと，三密を避けながら充実した１日になる

よう，本人も親も工夫し，それなりに努力していました。メディアに触れる機会も増えたけれど，声掛けを

することでルールを守ってくれていました。 
 ・勉強は，宿題を自分のペースで毎日頑張っています｡運動は，近くを走ったり，庭でキャッチボールをしたり

しています。工夫していることは，興味を持った新しいことをやってみたり，家族で一緒に何かに取り組ん

だりするようなことを時々はしています。 
 ・毎日時間を決めて学習をしてきました。一緒に学習する中で，何を苦手としているのかが分かり，そこに一

生懸命取り組んでいました。家の手伝いも当番を決めて取り組むことができました。毎日外でよく体を動か

し，規則正しい生活を送っていたと思います。 
 ・学校から出された課題や前半はドリルなどを購入し，少しずつ進めていました。天気が良い日は少し外へ出

て，自転車やバドミントンなどで体を動かすようにしていました。動画を見ながら体操をすることもありま

した。 
 ・なるべく学校の時間割どおりに行動してもらい，課題やドリル，体育（外遊び，ランニング，サッカー等）

をしています。算数は，九九を一生懸命覚えています。土日は，家族全員で３㎞マラソンや坂道ダッシュで

汗をかき，ストレス発散しています。 
 ・一緒にホットケーキを作ったり，料理できることをさせたりしていました。 
 ・運動のために，床を雑巾で拭いてもらいました。 
・一輪車の練習をよくしていました。 

 ・生活に飽きないように，折り紙・粘土等の制作活動と運動・勉強をバランスよくできるよう心掛けています。 
 ・NHK for school をよく見ています。 
 ・起床・就寝は，学校に行っていた時と同じように過ごしています。AM は学校の課題・家庭学習・・・PM

は自由時間としていました。一緒に台所に立って，特に米を研ぐのはとっても上手になりました。 
 
２ お子さんのことで心配なことがあればお書きください。 

 ・マスクを着用しているが，暑さとマスク着用で熱中症リスクが高まることが心配である。室温調節のみだけ

でなく，こまめな水分補給の場を設けていただけると安心です。  
 ・自由に過ごしている時間が長かったので，集中して取り組めるかが不安です。 
 ・やはり授業の遅れが心配です。１日も早い学校の再開を願っています。 
 ・楽しみにしていた６年生の行事が日に日になくなっていくことで，喪失感や無力感が少なからずあります。

小学生時代に養われるであろう経験を通した心の育成が不足してしまわないか心配しています。 
 ・些細なことで，泣いたり怒ったりする。 
・学校が大好きで，友達や先生と会えない日が長く続き，落ち込む姿が見られました。何とか毎日登校できる

ようにお願いいたします。  


