
 

全国学力・学習状況調査の結果から 

校 長  江口 克也  

 学校に子どもたちの元気な声が帰ってきてから 1 か月。教育活動充実期を迎え，子ど

もたちは校内で，そして校外で，限られた状況の下，精一杯学んでいます。親善陸上大

会，フリー参観等，中止を余儀なくされた活動もありましたが，子どもたちの安心・安

全を第一に考えた判断ですので，ご理解ください。新型肺炎ウィルス感染症は，第五の

大きな波を超え，新潟県の特別警報が解除されましたが，まだまだ安心できる状況には

ありません。引き続き，皆様の感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。 

 ５月下旬に，２年ぶりに行われた全国学力・学習状況調査(対象は６年生児童)の結果

が８月末に公表されました。報道等で，全国・新潟県の傾向をご覧になられた方も多い

と思います。以下に，当校の結果をお知らせします。 

【教科に関する調査結果から】 

 調査から，標準的な学力を身に付け

ているという結果が得られました。 

 〇国語では，記述式の問題に粘り強く取り組む良さが見られたものの，読み取りの力

にやや弱さが見られることがわかりました。 

 〇算数では，図形に関する問題の正答率が県・全国を上回りましたが，測定の問題で

やや弱さが見られました。 

 ◇今後，校内の研究推進委員会での分析をもとに，日々の授業改善を行っていきます。 

【質問紙調査結果から】 

 〇「地域行事への参加」は，過去の調査同様，高い数値となりました。しかし，今ま

でよい傾向であった「規則正しい生活」については，やや陰りが見られます。 

 〇「将来への夢や希望」，「決めたことは最後までやり遂げる」の項目でよい傾向が

見られました。目標をもち努力する姿が見られ，うれしい結果です。 

 〇スクリーンタイム（メディアへの接触時間）が長いという課題が明らかとなりまし

た。今後，家庭と連携し，改善を図っていきます。 

  

 

 

 

よい子 つよい子 できる子 
新井小学校だより９月号    令和３年９月２４日  

            ＨＰアドレス http://azalea.ac.city.myoko.niigata.jp/arai-s/  

国 語 新潟県・全国に比べ，やや低い。 
算 数 新潟県をやや上回り，全国と同程度 

＜ 校 長 室 か ら ＞⑤ 

４月の学校だよりで新井っ子の気持ちの良いあいさつについて記しました。今も変わらず，立ち

止まって，会釈しながらなど，素敵なあいさつをしてくれる子がたくさんいます。でも，無言で通

り過ぎてしまう子も少なくありません。爽やかなあいさつ溢れる新井小を目指します。 

http://azalea.ac.city.myoko.niigata.jp/arai-s/


「教育活動に関するアンケート」集計結果（令和３年７月実施）について 
 

各項目の経年変化、子どもの評価と保護者の評価、あるいは職員の受け止めとの差異を分析しま
した。そして、全体的な傾向をきちんととらえるとともに、改善に向けた対策を全職員で共有し、
取組を進めていきます。 

アンケート結果については、保護者の皆様と児童との意識の差はほとんどなく、共通した課題が

見えてきました。この課題に対しては、今後、学校・家庭・地域と連携しながら、解決していく必

要があります。 

自由記述には、職員や学校が気付かなかったことや改善に向けて考えていきたいことなど、皆様

からたくさんのご意見を寄せていただきました。また、温かいメッセージをお寄せいただき、がん

ばる力もいただきました。個別対応の内容以外は、すべてのご意見を掲載させていただきました。 

信頼される学校づくりを目指して、保護者・地域の皆様に向けて、学校理解を深めていただくた

めの継続した取組が今後も必要だと思います。貴重なご意見を生かしながら、職員の共通理解のも

と、学校改善に取り組んでまいります。 

【保護者アンケート（令和３年７月）】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保護者アンケートの結果から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 肯定的評価が高かった項目は、学校生活を楽しいと感じている（９５％）、教職員が児童に適切に対応している（９６％）、

保護者に対して丁寧に接している（９７％）でした。保護者の皆様からの様々なご要望に対して、丁寧且つ迅速に対応す

ることを心掛けてきました。今後も保護者の皆様との連携を密に取りながら、信頼関係を築いていきます。 

 肯定的評価が低かった項目は、正しい言葉遣い（６８％）、家庭や地域で進んであいさつ（６８％）、家で決めたテレ

ビやゲーム、動画の視聴時間やルールを守る（６５％）、家で読書をしたり、本に触れ合ったりする（５７％）でした。

子どもたちの調査においても同様の傾向にあり、課題が３つ見えてきました。正しい言葉遣い、メディア時間のコントロ

ール、読書活動です。この３つの項目に関しては、学校・家庭・地域の連携を密にしながら、解決を目指します。 

→【あらいっ子週間の取組、メディア学習会、図書館ボランティア等】 

 
 アンケート項目 No.８「あなたは、お子さんが正しい言葉遣いやあいさつが身に付くように、声掛けをして

いますか。」の肯定的評価は、９３％で高評価でした。保護者の皆様が意識して声掛けをしていることが分か

ります。ただし、アンケート項目 No.６「お子さんは、正しい言葉遣いをしていますか。」と No.７「お子さ

んは、家庭や地域で進んであいさつをしていますか。」の肯定的評価を見ると、評価が下がっています。この

結果から、一生懸命に声掛けはしているが、なかなか結果として表れていないという現状があるようです。今

後は、学校・家庭・地域の一員として、大人が率先して声掛け・行動することが大切だと思います。 

 アンケート項目 No.１４「お子さんは、家で読書をしたり、本に触れ合ったりしていますか。」の肯定的評

価は、５７％で今回のアンケートの中で一番低い評価になっています。子どもたちの本離れや落ち着いて読書

をする時間が取れない等の理由が考えられます。また、メディア利用のルールが守れずにメディア漬けになっ

ているお子さんもいるようです。お子さんの家庭での過ごし方はいかがでしょうか。規則正しい生活習慣が身

に付き、お互いに気持ち良く過ごすことができるよう、今後も声掛けをお願いします。 

 

 



 励ましや労いの言葉をたくさんいただ

きました。 

【自由記述（本校の教育活動に対しての御意見等）から】 

○いつも先生方のお陰で日々成長していく子どもたちの姿に感謝の気持ちでいっぱいです。 ありがと

うございます。（１年） 

○昨年度に続き今年度も感染症対策として制限がある中、色々と工夫し活動していただいていることに

感謝しております。子どもたちは、毎日楽しく通学している様子を見ることができ安心しております。 

                                           （１年） 

○いつもお世話になっています。 勉強は出来る方ではないですが、学校は楽しく行きたくないと言う

こともなく通ってくれて何よりです。 これからもよろしくお願いします。（５年） 

○いつもお世話になっています。 ６年生になり最高学年という責任もあるみたいですが、先生の授業

が楽しいと言ってます。 ありがとうございます。（６年） 

○先日下校ルートについて担任に相談したところ、丁寧でかつ迅速な対応をしていただき感謝していま

す。 ありがとうございました。（４年） 

○いつもお世話になっています。 楽しく学校にも通ってます。 学校の事も聞かなくてもよく話してく

れます。（１年） 

○友達と遊んだり勉強したり毎日充実しているように見受けられますので今は特にありません。（３年） 

〇いつもご指導ありがとうございます。これからも宜しくお願い致します。（６年） 

〇先生方が子どもに気長に肯定的に接してくれるので安心しています。（２年） 

〇いつもありがとうございます。 楽しんで登校しています。（４年） 

 

 

 

 

●悩みを話せる環境があるかという質問は、そもそもどこにそんな時間があるのか、よくわかりません

でした。特に保護者から学校へというのは、月一の子育て教室？へ行くことができなければそれ以外

にチャンスはないという印象です。コロナで地域の保護者同士の交流もないため、仕方がないのはわ

かりますが、少々悩みがあってもやり過ごすしかないなぁと思っています。（２年） 

→貴重なご意見、ありがとうございました。子育てに真摯に向き合い、悩んでおられるからこそのご意

見だと受け止めました。学校では、保護者の皆様同士の繋がりをできるだけ作っていきたいと考えて

います。一緒に語り合う中で、悩みが解消されたり、新しい発想が浮かんだりすることが多いです。

そこで、学級ＰＴＡや子育て広場にぜひ参加していただきたいと願っています。でも、皆様のお忙し

さもよく分かります。そこで、心配なことがありましたら、小さなことでも遠慮せずに担任までお知

らせください。学校には、生活指導担当職員や、特別支援教育コーデイネーターもいます。学校カウ

ンセラーに相談することもできます。電話で話し合ったり、学校においでいただいて直接話し合った

りすることもできます。保護者の皆様と手を取り合いながら、子どもたちの幸せのために取り組んで

いきたいと考えています。宜しくお願いします。 

 

●コロナの影響で、子どもたちがのびのび活動できず行事が縮小・中止になりかわいそうな気持ちにな

ります。 コロナは、この辺では今のところ出ていないので緊急事態宣言が出ている地域と同じ対応し

なくても良いような気がします。（１年） 



→発生状況レベルに準じた対応をしています。感染力の強い変異株への置き換わりが進んでいる現状で

は、学校に持ち込まないことを第一に考えてのシビアな対応をしています。ご理解ください。 

感染拡大を防止するため校内に密を生まない努力をしています。そのため、子どもたちには我慢や制

限を強いることになります。また、保護者による密を生じさせないよう行事等は、入場制限をお願い

しています。何とぞご協力をお願いいたします。 

 

●マラソン大会は、外なので学年ごとに行う等対策すれば出来たのでは？と思ってしまいます。 運動会

の６年生応援団の姿見たかったです。 またこれからマーチングも無くなり、５年生の米作りも無くな

り、この辺ならではの良い経験が出来なくなってしまうのは、とても残念に思います。（１年） 

→ マラソン大会学年開催は、道路使用安全管理の人数不足により不可能と判断しました。そのほかにも、

コロナの影響だけでなく、限られた授業時数の中で学習指導要領で示された内容をしっかり行うとい

う目的から、中止や廃止の選択をした行事があります。廃止になった活動に代わる活動として、子ど

もたちの思い出に残る良い体験を作り出すために相談をしています。 

 

 

●教育や学校環境など重要視するのも立場上理解するが、うちは集合場所に行くまでの通学路が横断歩

道もなく車の出入りも激しい場所なので危なくて毎日が不安です。 児童巻き込み事故が他県でありま

したがこの地域も何時そうなるかわからないし、そうなってからでは遅い。 帰宅の子供が車で危ない

シーンも何度か見ています。 学校の中だけじゃなく、安全週間関係なく通学や帰宅の環境も事故予防

の為にも何かあった時を想定してしっかり考えて即座に対応してほしい。（２年） 

→ご心配な点につきまして、お子さんの登下校にかかわる危険な状況がよく分かりました。ＰＴＡ地域

部、または学級担任を通じて今後も是非学校にご相談ください。危険を回避するためにできること、

あるいはご家庭にお願いしなければないことを検討させていただきます。 

 

 

●いつもお世話になっています。 コロナ禍で大変な中、いつも子供達の

為に考えてくださり感謝しています。 学校行事が無くなったり形が変

わって行っていっていますが、私的にマーチングがなくなってしまっ

た事は寂しいなと感じています。子供が入学してから運動会で 6 年生

の演奏を見て、自分の子供が演奏する姿を見るのを楽しみにしていま

した。きっと同じ意見の保護者の方もいらっしゃるのではと思います。

マーチングを復活して頂くことは難しいでしょうか？（５年) 

→学年マーチングは、音楽教育の面だけでなく仲間の絆を育てる重要な活動でした。長い間、絶えるこ

となく続いてきた意味だと思います。しかし、マーチングにかける時間を他の総合学習に使えたら…、

マーチングは本来の総合学習の「探求的な見方・考え方を働かせる」というねらいから離れたもので

ある、動きながら演奏することや学習指導要領では扱わない楽器を演奏することに音楽を苦手とする

子はストレスを感じている、マーチング指導にはかなりの専門的な知識や技術を有するため相当に負

担を強いている…等々、ここ数年協議を続けてきました。楽器の老朽化に伴う修理費、東京から専門

家を派遣するための謝金旅費等々の資源の有効活用も考慮して、今年度での活動終了を決めました。

  



●下校後、遊びに行くのは『17 時まで、もしくは 17 時までには家に帰る』と子供と約束をしています

が、3 年生になってから近所の同学年の子たちは 17:30 とか 18:00 まで遊んでいるようです!! 『なん

で他の子は遅くまで遊んでるのに、僕は 17 時までなの?』と··· 私達親が『学校の決まりも 17 時まで。

家で決めたルールも 17 時までだから』と説明しても納得いかないようで··· もう一度、先生方の方か

ら指導をお願いしたいです。（３年） 

→ ご意見ありがとうございます。「よい子のやくそく」では、4 月から１０月までは夕方 5 時までに帰

ることになっています。5 時以降も遊んでいる子がいるとのことですが、遅くまで遊ぶことの危険を

知らせ、5 時までに家に帰るように学校でも指導していきます。 

 

●今年度も学校行事など色々な活動が中止となっている中、フリー参観を通し、子どもたちの学校生活

での様子をより知ることができ感謝しております。 学年だよりのたくさんの写真からも子どもたちの

自然な表情や活動の様子をたくさん知ることができ、うれしく思っております。 せっかくお便りに使

われた写真、その中から好きな写真を購入する事はできないでしょうか？ わずかな枚数だと思います

が、記録として残せたら嬉しいなと思っております。（３年） 

→学校で記録のために写真を残しています。個人情報保護の観点からデータを外に出すことはできませ

ん。学年便りに掲載している限りでご了承ください。 

 

●学校舎は立派だが、その他の設備などイマイチ整っていない。 あまり良い噂を聞かない。 悪い噂は

すぐに広まるし、尾ビレ背びれがついてしまうのは理解しているが、それにしても校外活動が少なく、

周りに新井小の良さを伝えるには、校外活動などＰＲ出来る活動が必要だと思う。 活動する予算が少

ないのではないかと子どもたちの噂になり、TV など取り上げられている他の学校と比べて不満に思っ

ているようです。（６年） 

→施設設備につきましては、妙高市が学校規模・児童数を考慮し大きな差異が生じないよう整えていま

す。 

●グラウンドの時計(ブランコ近く) 止まったままです 故障でしたら撤去してください よろしくおね

がいします。（２年） 

→電池入替対応で再び動いております。大変ありがとうございました。これからも施設設備でお気づき

の点がありましたら、ご連絡ください。 

 

●コロナ感染ももちろん心配ですが、これから益々暑くなるので、体育の時のマ

スクの着用が気にかかります。先生方も、激しい動きの際はマスクを外すよう

に声掛けをしてくださっているとは思うのですが、実際はマスクを着用したま

まの子が大半のようなので、苦しくても外しづらいのではないかと心配です。

（１年） 

→ご心配をお掛けしています。今の状況下での体育の授業では、熱中症警戒アラートの情報をもとに、

熱中症予防と新しい生活様式の両立を目指しています。子どもたちには、熱中症のリスクが高まると

考えられた際「マスクを外しましょう。」という指示を出しています。ただ、中にはコロナ感染が心

配でマスクを外したくないと考えるお子さんもいらっしゃるようです。子どもたち一人一人の気持ち

に寄り添いながら、安全に体育の学習ができるようにしていきたいと思います。 

 



●行事の予備日の日程をもう少し考えて欲しい。前回の予備日は数少ないプール授業の次の日に着替え

用タオルを使うということで、乾かすのが大変でした。梅雨の時期は特に洗濯物は乾きません。その

為に一々ランドリーにも行っていられません。せめて 1 日空けるなりして下さい。（３年） 

→大変ご不便をおかけしました。ご指摘の通り、厳しい日程であったかと思います。今後、行事の日程

については、予備日を含めて余裕のある日程を設定してまいります。 

●給食で担々麺が出た時、辛くて食べるのが大変だったと話してましたが、魚や野菜など食物の好き嫌

いは食べる努力が必要と思いますが、辛味などは個人差があると思いますので、個人的には出してほ

しくないと感じております。（５年） 

→食材の好みだけでなく、味覚の感じ方にも個性があり、辛味に関わらず酸味等が苦手なお子さんも見

受けられます。辛味や酸味調味料を使用する料理のときは、１年生でも食べられるように･･･と慎重

に調理をしております。学童期は、味覚が大きく発達する時期です。子ども達の心身の成長だけでな

く、味覚の発達のためにも、さまざまな食材や味を体験することが大切と考え、給食でも日々色々な

料理を提供しております。子どもたちの実態を見ながら、いただいたご意見を参考に、今後も安心安

全な給食作りに努めてまいります。 

 

●わかたけ記録会が無事開催されて良かったです。子どもの走る姿をうっかり見逃してしまわないよう

に徒競走の際は「何組目スタートします」というアナウンスがあるともっといいなと感じました。（２

年） 

→ご指摘ありがとうございます。例年通りの運動会であれば、高学年児童によるアナウンスが入るとこ

ろですが、今年度は、コロナ禍でのわかたけ記録会になりました。スタッフもギリギリの人数での運

営でした。来年度以降の参考にさせていただきます。ありがとうございました。 

 

●コロナ禍で、三密を避けながら学校生活を送るのは子どもたちにとって苦痛や諦めもあると思います

が、感染対策をしたうえで小規模でも出来るだけ様々な体験や行事等ができると良いと思います。 

（６年） 

→ご心配をお掛けしています。学校では、感染症対策を十分に行い、できる範囲で校外学習や体験活動

等を計画・実施しております。今後も感染状況を見ながら充実した活動ができるように努力してまい

ります。 

 

●フリー参観が 5 限まであって、その後に学級懇談会だと、両方参加しやすいのですが…。午前参観で

午後懇談会だと、１日休み取らないといけないので、参加しにくいです。（３年） 

→今年度は、校内でクラスターを生まないことを最優先に考えています。５限の授業参観は、かなりの

密集が予想されましたので、１～４限のみとさせていただきました。ご理解ください。 

 

●なかなか進んで家庭学習をしません。学校での声掛けはどのようにされているの

でしょうか？子供から話を聞くと別にやらなくてもいいんだという感じがある

のですが。（４年） 

→ご家庭でよく見ていただき、ありがとうございます。家庭学習の中でも、自主学

習の進みがスムーズではないお子さんもいますので、自学のお勧めの内容を伝え

たり、ドリル学習の範囲と期限を知らせたりして、取組の目安を伝えてきました。



すでにお伝えしてありますように、家庭学習の目安時間は、学年×１０分と考えています。宿題に費

やす時間が多いときは、自学ができない場合もあります。また、苦手な内容への取組を避けるお子さ

んもいます。そういう場合は、学校で教師が寄り添いながら取り組ませるようにしています。家庭学

習ですので、学校で指示を出すにも限界がありますが、お子さんの意識を高めるために、２学期はさ

らに工夫して声掛けをしていきます。お子さんが帰宅すると、家庭学習よりもやりたい何かがあると

思います。時間の折り合いを付けて、やるべきことと自分の楽しみを両立できるよう、ご家庭での工

夫も引き続きよろしくお願いします。 

 

●学級懇談会の時間が毎回保育園の迎えの時間とかぶっている。保育園の子供を持つ家庭も多いと思う

ので、４時前に終われるように設定していただけるとありがたい。（６年） 

→ご意見ありがとうございます。懇談会の時間設定に関しては、授業時間の確保やスクールバスの時刻、

懇談内容等で早く終わるように設定することが非常に難しいです。ご理解いただきたいと思います。 

 

●現段階での教職員の対応や、学校の環境など、不明確な事についてのアンケートに対してはあまり意

味がない気がしますが、大体の想像で回答しました。（５年） 

●どちらともいえないと思う設問もあり、回答に悩みました。（４年） 

→ご回答ありがとうございました。ご指摘の通り、回答しにくい項目もあったかと思います。今後は、

分かる範囲で回答いただければと思います。 

 

●コロナワクチンが進み、インフルエンザの様な扱いになる時がきたら色々な行事を再開してほしい。

（６年） 

→ご意見ありがとうございます。今後も学校としては、感染症の状況と照らし合わせて、行事について

は、慎重に検討を重ねてまいります。また、学習指導要領改訂に照らし合わせ、教育課程を見直し、

子どもたちに必要な学びを提供するために行事の精選も行っていきます。今まで通りとはいきません

が、ぜひ、ご理解いただきたいと思います。 

 

●これは保護者アンケートではなく家庭内調査ですね。アンケートなら匿名でいいと思います。（５年） 

●アンケートなのに名前等記入するのはおかしいと思うのですが…（６年） 

→ご指摘ありがとうございます。この保護者アンケートについては、学校運営や子どもたちへの指導・

支援を円滑に進めるための大切な取組です。ただ、アンケートを取るだけでなく、今後に生かせるよ

うにしています。アンケート結果を分析し、個人的に対応していくこともありますので、名前も入力

していただいています。アンケート内容については、今後検討してまいります。 

 

●回答数が多すぎます。もう少し絞ってアンケートしてください。（２年） 

→ご面倒をおかけしました。アンケートの項目については、来年度以降、吟味させていただきたいと思

います。（後期のアンケートは、前期との比較をさせていただく関係で同じ項目になるかと思います。） 

 

●7 月 2 日にメールが届きませんでした。（４年） 

→ご指摘ありがとうございます。７月２日には、新井小学校の教育活動に関するアンケート（お願い）

のおたよりが出ていて、ＰＴＡメールは配信しておりません。 



◇昨年度のアンケート結果との比較（２０項目中１７項目の数値がアップ↗） 

昨年度の同じ時期に行ったアンケートと比較してみました。ほとんどの項目で肯定的評価の数値が

上がっています。これは、保護者の皆様が、教育活動に関心をもたれて意識をして取り組んできた結

果だと捉えています。また、保護者の皆様の意識向上が、そのまま子どもたちに良い影響を与えてい

ると言えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２学期の教育活動について 
 

【学習成果発表会】 
 

・学級毎の発表とし、相手意識を明確にして取り組む「発表の場」を子どもの学びに沿って設 

定します。 

・内容は、教科等を問わず学習の成果とします。 

・感染拡大防止のためにマスクを着用して発表します。（楽器を演奏する場合のみマスクをは

ずしてもよい。） 

・参観者の入場人数を制限し、一家庭一人とします。 

・各学年ごとの参観日を下記の通り、お知らせします。あくまでも現段階での予定です。今後、

状況によっては変わる可能性もありますので、ご理解ください。尚、期日、内容、場所の詳細

が決まりましたら学年だより等でお知らせします。 

 

【なかよしウォーク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年    期日・場所 学年    期日・場所 

 １年 １１月１１日（木） 

あらいホール・音楽室 
 ４年 ２月２４日（水） 

あらいホール・音楽室 

ドリームツリー発表会 

 ２年 １１月１７日（水） 
あらいホール・体育館 

 ５年 ２月８日（月）以降 

あらいホール・音楽室 

 ３年 ２月中旬以降 

あらいホール・音楽室 
 ６年 １１月下旬以降 

未定 

〇異学年交流の新たな活動として、なかよしウォーク（全校遠足）を実施します。 
 

期日 令和３年１０月８日（金）雨天延期の場合：１０月１５日（金） 

               ※両日とも雨天の場合は、15日（金）に校内オリエンテーリングを実施  

方面 経塚山公園 

 

主な活動内容 

①なかよし友だチームで、オリエンテーリングをしながら経塚山公園を目指します。 

 ②経塚山公園で、なかよし友だチームごとに遊びます。 

 

主な日程     ８：１５ 学校集合 

 

① ８：５０ 学校出発・オリエンテーリングスタート 

②１０：１０ 経塚山公園着   

③１０：２０～なかよしタイム 

④１１：０５ 振り返り活動    

⑤１１：１５ 経塚山公園発 

       ⑥１１：４５ 学校着 

        

       ※その後、給食を食べ、午後は通常校時となります。 

 



コロナ禍における学校の取組 
 

新型コロナウイルス感染防止対策 ～朝の検温チェック～ 

2 学期のスタート。学校では新型コロナウイルス感

染症防止のため、検温の有無の確認を級外職員で行い

ました。検温をしていない場合は、養護教諭から検温

をしてもらってから、学校の中へ。 

現在は、各家庭で検温後チェックカードに記入をし

て学校へ提出することになっています。感染を防止す

るためには、学校だけでなく、各家庭の協力が必要不

可欠です。今後ともよろしくお願いいたします。 

今後も朝の検温チェック、健康観察、手洗い・うが

い、マスクの着用等の徹底に努めていきます。 

 

玄関入口に自動検温チェックの機械導入 

 来校者に対して、検温をお願いしています。併せて、来校

者名簿の記入と手指消毒もお願いしています。保護者・地域

の皆様におかれましては、来校の際は、必ずインターフォン

を押してからお入りください。また、用事等で学校北側の入

口から入って来られた方がいらっしゃいました。この入口は、

荷物の搬入や放課後の社会体育等で使用する入口です。ご用

のある方は、正面玄関に回っていただきますようお願いいた

します。 

 

体育の授業は、学級単位で行っています。 

 感染拡大防止策として、学級単位や少人数グループを編成して体育の授業を行っています。また、

密を避けるために、各場所に分かれてローテーションを組んで活動をしています。気温が下がるま

でのしばらくの期間は、ノーマスクで運動してよいことにしています。１学期以上に気を引き締め

ながら、楽しく活動していきます。 

 

 

 

 

 

 


