
 

 

 

 

ほめほめの言葉を子ども達へお願いします！ 
明日から子ども達が待ちに待った夏休みが始まります。 

１学期を振り返りますと、子ども達一人ひとりが学校において様々な経験をしたと思い

ます。4 月当初の写真を見返しますとたった４か月と思いますが、子ども達の成長ぶりに驚

かされます。８６２人それぞれの家庭生活や学校生活があり、明日からの夏休みを

迎えることになります。 

さて、保護者の方にお願いがあります。 

この１学期約 70 日間、お子様ががんばった瞬間が何かあります。それをぜひ、今日、保

護者の皆様からお子様に、温かい褒め褒めの一言をかけてあげて下さい。 

褒め褒めの言葉は、子どもの心の一生のエネルギーになります。 

 そのエネルギーを大切に次回 8 月 25 日（水）の 2 学期始業式に臨みます。 

 

子ども達の見守り、いつもありがとうございます 
 １学期の間、子ども達の登下校、放課後の見守りについて、コミュニティをはじめ地域の

方々、PTA 本部を中心に各専門委員の方々をはじめとする保護者の方々にも大変お世話に

なりました。夏休み期間も、子ども達の活動の見守り、お声かけをどうぞよろしくお願いい

たします。 

 

個人懇談会へのご来校ありがとうございました 
 家庭訪問が中止を余儀なくされ、また、電話交流を変更してもらっての個人懇談会となり

ました。家庭訪問・電話交流のご希望が、ほぼ全員の保護者の学級もあり大変ご不安をおか

けいたしました。（水泳指導実施については、最終的には中止となり、水着の準備やネーム

の縫い付けなどで大変ご迷惑をおかけすることとなりました。また、実施に伴い、感染症に

対する不安からのご意見も頂戴しました。改めてお礼申し上げます。） 

対面でお会いできたのはこの日が初めてということもあり、大変貴重な時間でした。あり

がとうございました。今後とも、お聞きしたいことなどがあればお問い合わせください。 

 

夏休みを過ごすにあたって 
夏休みが始まります。夏だからこそ、ゆっくりと取り組むことがたくさんあります。 

ご家庭で、「自分だけの時間割」を作るようにし、良い生活習慣をご支援ください。もちろ

ん、学習も遊びも体を動かすことも入っているか確かめてください。また、夏休みだからこそ取り組め

る、「工作」「自由研究」「読書」「読書感想文」「コンテスト応募」などにもぜひ、挑戦してください。 

◆健康観察のお願い（新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置実施期間は続きます） 

□手洗い うがい 不要不急の外出は避けてください。 

□夏休みも子ども達の検温など体調チェックを必ず！   ・１，２年生⇒健康観察カードに記入 

  ・3年生以上⇒1学期にされていた同様の方法でお願いします。（例、①児童の持つタブレットの

ロイロノートに入力 か  ②携帯・スマートフォンのロイロノートに入力） 
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◆ルールで命を守り、夏休みを安全に楽しく 

休み中には子ども同士で遊びに行くことも多いことと思います。配付した「楽しい

夏休みを過ごすために」にも休み中の注意事項を書いています。ご家族で読んでい

ただき、危険のないように、楽しい夏休みにしてほしいと思います。特に、アルプラザなどのゲームコー

ナーでは、以前恐喝の被害などが報告されています。絶対に子どもだけで行かないようにしましょ

う。また、池や川など立ち入り禁止のところには絶対に入らないようにしましょう。 

  先日も、マンションの中で走り回る、壁にボールを当てるなどの行為についてお叱りのご連絡があ

りました。くれぐれも相手のことを考えての行動をするようご家庭でも指導をお願いします。また、携

帯電話、スマートフォン、ゲームなどの利用時間も必ずご家庭でのルールを設定してください。 

 

お知らせ 
◆北棟トイレがきれいになります 

（北棟（1,3年５の4,5の5、ひまわり4）のトイレ・水飲み場改修） 

  □工事期間：7月21日（水）～10月下旬 

  □北棟の児童は、管理棟・東棟のトイレ・手洗いを使用したり、 

給食時の手洗いは、家庭科室を利用したりします。 

  □安全確保のため体育館前と東棟の中庭を仮囲いします。 

 

◆8/26 5 年生保護者対象キャンプ説明会について 

 日 時：8月 26日（木） 16時～ 

 場 所：本校 体育館、 キャンプ実施日：9/12（日）13（月） 

 

◆コミュニティスクール会議のご報告 

7月７日（水）に、本校におきましてコミュニティスクールの会議を行いました。学校が地域とともに

歩んでいくための会議です。学校運営方針を各委員の方々へご説明し、地域と学校の今後の活動に

ついて話し合いを持ちました。 

 

◆10/3 運動会の実施について 

 新型コロナウィルス感染症により、1学期は学校行事をほとんど行えませんでし

た。運動会については、現在 10月３日（日）に実施する方向で考えています。今年も感染症対策の

ために昨年同様の対策で実施する予定です。 

 

現在、以下のことを中心に考えています。 
① 親子昼食は行いません。運動会そのものを午前中に終わらせるようにします。 

東教室棟（2,4,6 年） 

体育館 

仮囲い 

◆熱中症、雷雨などに気を付けて 熱中症予防についてもご家庭

で十分注意をお願いします。季節柄、夕立や雷雨があります。雷の音

が鳴っている間は外遊びしないようにお声かけをお願いします。  

◆夏休みの宿題が終わっても自分で学習する便利なドリル 
□ブログの右横にありますタブレットドリルが便利です。 
児童の iPad タブレットにもアプリが表示されています。⇒ 

□プリントひろばも利用できます。 
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② できるだけ児童席の間隔をあけられるようにし、トラックの周囲のほぼ全部を児童席とします。シ
ートを敷ける保護者席の設定は致しませんので、保護者の見学は、子どもたちの後ろからとしま
す。（保護者の来校は各家庭 1～2名でお願いします。中学生以上のごきょうだいにつきましても
ご来校いただけません。但し、未就学児童は数えません。） 

③ プログラムの順番を工夫し、低学年のブロック、高学年のブロックに分けます。高学年のブロック
の開始時間については、今後お知らせしますので、高学年の保護者の来校はその時間に合わせ
ていただくようご協力をお願いします。PTA委員の方々の協力がなければ、当日の入場対応は
できません。一人ひとりのお心遣いを昨年同様お願いいたします。 

④ プログラムの内容については、縮小した形です。個人走と団体演技(縮小バージョン)を考えてい
ます。(密になる演目は行いません。) 

⑤ グランド内は、一方通行となります。ご不便をおかけしますがご協力ください。 

※感染拡大の状況によっては、変更になることや、中止になることもあります。ご了承ください。 

 

8､9月の行事予定（今年度の7月の水泳教室はありません。） 

※９/9（火）：2年校外学習、9/12（日）13（月）：５年キャンプ宿泊 

※8/6は広島平和記念日、8/9は長崎平和記念日、8/15は、終戦記念日です。平和につい

て本を読んだり、考えたりする日にしてください。 

日 曜 行事予定（一部日程を略して標記しています。） 

8/１ 日 夏季休業（24日まで） 

７ 土 いきいきつなみプラザ 

８ 日 山の日 

９ 月 祝日法休日 

13 金 学校閉庁日       

14 土 学校閉庁日 

15 日 学校閉庁日 

21 土 いきいきつなみプラザ / ＰＴＡ運営委員会 

22 日  

23 月  

24 火  

25 水 始業式（11：40下校） 

26 木 4時間授業･給食開始（13：20下校）/5年生キャンプ保護者説明会/身体測定（6年） 

27 金 身体測定（5年） 

28 土 いきいきつなみプラザ                 
29 日  

30 月 身体測定（3,4年） 

31 火 身体測定（1,2年）                                             心の教育相談 

9/1 水 歯科検診（  5年 8：45開始）/委員会活動（4～6年）/教科書配布 

2 木 歯科検診（  2年 8：45開始） 

3 金 歯科検診（1,5年 8：45開始）/防災教育の日/放課後学習（3,4年申込者のみ） 

4 土 いきいきつなみプラザ 

5 日  

8/13（金）～15（日）は学校閉庁日となり
ますので、教職員は勤務していません。運
動場の開放やいきいきつなみプラザも行い
ません。よろしくお願いします。 
夏休み中の学校への電話（050-7102-9132） 



～夏休みコンクール・コンテストなどの紹介～ 

名称 主催 対象 締め切り・応募先など 

「漢字をテーマに思いを 

伝える作文コンクール」 
枚方市教育委員会 

3,4,5 年 

宿題 

夏休みの宿題です。始業式に持

ってきてください。 

◆児童に作文用紙を渡しています。 

枚方市平和ポスター作品展 枚方ライオンズクラブ 
６年 

宿題 

夏休みの宿題です。始業式に持

ってきてください。 

◆画用紙を渡しています。 

「社会を明るくする運動」 

作文コンテスト 

枚方・交野地区保護

司会 

５年 

宿題 

夏休みの宿題です。始業式に持

ってきてください。 

◆児童に作文用紙を渡しています。 

第 67 回青少年読書感想文コ

ンクール 

学校図書館協議会・

毎日新聞社 

1,2,3,4,6 

年 

自由 

夏休みに書いてみた人は、始業

式に持ってきてください。 

※昨年度の参考としてブログの 
「ﾘﾝｸ・読書感想文の書き方」を
クリックしてください。 

◆児童に作文用紙を渡しています。 

特殊詐欺抑止啓発ポスターコ

ンテスト 

枚方警察署生活安

全課防犯係 

4,5,6 年 

自由 

描き方の見本があります。 

◆応募する人は校長先生まで。 

税に関する小学生の習字 枚方税務署 
1～6年 

自由 

半紙に習字を書きます。 

詳細は学校ブログを見て下さ

い。 

枚方市学校給食コンテスト 枚方市教育委員会 
５、６年 

自由 

８月 27日/詳細は学校ブログ

を見て下さい。 

心の輪を広げる 

体験作文と 

障がい者週間のポスター 

内閣府・大阪府 

大阪府在住

者 

（作文） 

小学生・中

学生（ポスタ

ー） 

８月３１日 

大阪府 福祉部 障がい福祉室 

障がい福祉企画課 権利擁護グ

ループ（別館１階） 

  電話番号：０６‐６９４１‐０３５１

（内線２４８１） 

＊このほかにもたくさんのコンクールやコンテストが夏休み中に行われます。インターネットなどで探し

てみましょう。詳しくは、各団体のホームページなどで確認してみてください。             

 

◆鈴虫・カブトムシ、今年も元気だよ 
学校のお手伝いをしてくださっている牧野さんが、今年も鈴虫を

持ってきてくださいました。20 分休みには、1 年生が交代で牧野さ
んと一緒にお世話をしています。まだまだ 1 ㎝に満たない鈴虫で
す。2 年生の作った風鈴のような美しい音色デビューまではもう少
しかかりそうです。 
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◆夏休みの宿題は各学年から出ています。家で計画をもって進めましょう。 
 コンクール関係のものを改めて紹介します。 


