校長室だより

「あ さ ひ」

コロナ禍継続の１学期、何とか無事に終了。

倉敷市立旭丘小学校
令和３年７月１６日

５年：車いす体験出前講座（7/7）

梅雨明けはしましたが、まだ不安定な日々が続いています。今週月
曜日から三日間の『個人懇談』では大変お世話になりました。学校で
のお子様の生活面・学習面での様子や夏休み以降の過ごし方等の話
題でお話ができたのではないかと思います。今後、どのような状況に
変わっていくのか想定は非常に難しいのですが、今回の懇談内容が
少しでもお子様の成長につながればと思っています。ご家庭での称
揚・励まし等の声かけをよろしくお願いいたします。
さて、来週火曜日からの夏休みを前にして、１学期を振り返ってみ
ると、「やろうと思っていたこと・できると思っていたこと」のほとんどが
見送られてしまう学期になってしまいました。ゴールデンウィーク前く
らいからの感染状況の悪化や緊急事態宣言の発出に伴い、行事や
教育活動の中止・縮小の度合いは、昨年度の一番厳しかった時期を
も上回るような状況でした。
学校生活の中に『目玉』となるような活動を設定できない期間が続
き、ただ粛々と「できる範囲での教科学習を進めるだけ」のような毎日
でした。児童にとっても教職員にとっても、ストレスやフラストレーショ
ンをためやすい状態が続いていたと思います。
そのような状況にも関わらず、大きなトラブルに見舞われることもな
く、何とか無事に「いつも通りの落ち着いた旭丘小」のまま、夏休みを
迎えることができるのは、子ども達の頑張り・教職員の頑張り・そして、
何より保護者の皆様のおかげであったと確信しております。代わり映
えのしない１学期にも関わらず、多くのご支援をいただき本当にあり
がとうございました。

もうすぐ、長い夏休みに突入！

Ｎｏ．６

５年生が総合的な
学習（福祉）として、
車いす体験出前講
座を受けました。
倉敷市社会福祉協
議会からお招きした
講師の先生の話を真
剣に聞き、車いすの
仕組みや、乗り方・押
し方について学んだ
後、実際に体験活動
を行い、「少しの段差
でも進みにくいこと」
や、「乗っている人は
押され方によって随
分感覚が違うこと」な
どを感じ取りました。
短時間ではありまし
たが、貴重な学びの
場になりました！

今しかできないことに挑戦しよう！

今年は、去年の夏休み（７月末まで１学期が続き、８月２４日から授業日でした。）に比べると、約２週間長い
夏休みになります。コロナ禍が続いているので、２年前までのような「人ごみを気にせず、どこにでも自由に行
ける」「多くの友達や親せき等で集まって、何かのイベントをする」といった過ごし方は、まだできそうにありま
せん。しかし、とにかく時間だけは十分すぎる程あるはずです。「密」にならなくてもできる「何か」を見つけた
り自分で考え出したりして、ぜひ積極的に挑戦してもらいたいと思っています。
熱中症には十分注意した上での『体力づくり』に取り組んでもいいし、気になることについてとことん調べる
『個人研究』に没頭してもいいでしょう。“使い方によっては、「自分を伸ばすこと」も「自分を怠けさせ
ること」もできる４０日近くある時間”を、無駄にしないようにしてほしいと思っています。
【夏休み中も、コロナ対策は万全に！】
原則的には、子ども達が「楽しめること」「面白そうなこと」を中心に、夏休みの予定を
立ててくださればと思います。（ご家庭内でのイベント等を推奨します。）
しかし、新型コロナウイルス感染症への危機意識だけは、頭の片隅にいつもおいて
いただけたらと思います。全国的に、デルタ株による“第五波”の兆候が現れており、決
して予断を許さない状況はこれからも続くものと思われます。
オリンピック・パラリンピックの開催やお盆前後の人流の活性化によっては、夏休み中
にも、状況が一変してしまう可能性があります。国内・県内・市内の感染状況をよく把
握しながら、『安全・安心』な生活に心掛けるようにしてください。

今年の夏は、
どんな夏になる
のだろう？
「自分へチャレンジ
の夏」になれば
いいなぁ～

8月24日（授業日）・8月26日（始業式）に、
みんなそろって、元気な姿で会いましょう！
いろんな学年が、中庭の学級園や個人鉢で栽培している野菜たち（ミニトマト・ナス・ピーマン
等）が実をつけ始めています。野菜たちにとっては、コロナ禍はどこ吹く風のようです。たっぷり
の水分と強い日差しを浴びて、今日まですくすくと育ちました。子ども達にとっても、新型コロナ
ウイルスによる影響がなくなりノーマルな日常が戻ってくることを心の底から切に願っていま
す。
夏休み明けには、真っ黒に日焼けしたくさんの思い出を抱えた子ども達が元気に登校して来
てくれることを祈っています。（コロナ対策と合わせて、交通事故やコロナ以外の体調不良にも
十分に注意をするようにお願いいたします。）
不慮の災害や疫病などによる臨時休校に備え、授業時数確保のために昨年度から始まって
いる２学期の前倒しは今年度も同じです。８月は、２４日の授業日・２６日の始業式から２学期
が始まります。それまでの期間、“よい夏”をお過ごしください。

１学期の取組紹介（パート２）

↑
学
級〇
内〇

前回号でも、「生徒支援・集団作り」や「学力向上」に関する、
学級学年の取組を紹介いたしましたが、今回はその続きです。
様々な場面において工夫した取組を行っているのでご覧くださ
い。なお、紙面の都合上で全ての学級について取り上げること
はできていません。（類似した取組の場合、代表的な画像を載
せています。）ご了承ください。
学校としては、２学期以降にも同じような取組を続けていくべき
であると考えています。しかし、有効性のない取組を続けたり、
やりっ放しにしたりすると取組自体に意味がなくなってしまうの
で、６月末にはそれぞれの取組について全職員で共有し、向上
委員会を開いて「ねらいに沿っているかどうか」の検証を行いま
した。そうすることで、更により良いものになるようにするための
見直しや修正が図られるようにしています。先生方の意見交流
による、２学期以降の「発展」に期待しています。
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← 学級でのミニイ
ベントを実施するこ
とで、みんなの心を
一つにする工夫

【音楽の授業風景・
コロナ対応】 →
隣との間隔を空けて
座り、窓は全開、扇風
機も回っています。
（特別教室には、エア
コンがありません。）

【「学習のつながり」を意識させるための工夫】
→
前の時間までに習ったことを教室内に掲示し、すぐに振り返っ
たり思い出したりすることができるようにしています。
【おそうじ
キラキラ週間】
（７月５～９日）
毎日だまって掃除
をし、学校中をきれ
いにしました。
旭丘の子はすご
い！本当に静かに
15分間頑張ることが
できます。２学期に
はキラキラ週間じゃ
なくても自分から
やってみようね！
（どんな２学期が待っているのか・・・。悲観ばかりしても仕方がな
い！ 今できることに全力を尽くして毎日を過ごすのみ！）

とりあえずは、目の前にやってく
る“夏”を楽しみましょう！
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学期末に校内で見かけた風景特集
各教室での様子を見て回っていると、教室内や廊下・階段、特別教室の中等で、色々な風景（学習風景・作品・掲示
物等）に出会います。このページには、学期末に見かけた色々な画像を紹介したいと思います。

各教室での様子を見て回っていると、教室内や廊下・階段、特別教室の中等で、色々な風景（学習風景・作品・掲示
物等）に出会います。このページには、学期末に見かけた色々な画像を紹介したいと思います。

← し く「

↑ 旭丘では定番！ 高学年らしい水墨画

自
由
な
発
想
で
、
自
分
の
思
い
を
表
現
し
た
色
々
な
絵
画

←【英語版・七夕】
何だこれは？と、
ふと足を止めてみ
れば、七夕で使う短
冊のようなものに、
英語で自分の願い
を書き記しているで
はありませんか！
（「学び」を組み合わ
せたり、日常生活で
活用したりしている
様子ですね。）
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↓渡り廊下の掲示物 「保健委員さんありがとう！」

↑ １年生も上手にはさみを使えるようになりました！
↓ １年生・どろんこ遊びの様子

↑ こんなところにも「七夕」の願い事が

水泳学習（プール指導）に向けての
準備も着々と・・・
先日、１４日（水）１５日（木）に、４・５・６年生児童に
よる『プール周辺部掃除（プールサイドやシャワー室・
更衣室・倉庫等）』を行いました。熱中症予防対策とし
て、時間を区切りながら（１０～１５分間ずつ）、また水
分補給をしながらの作業でした。
２年ぶりのプール掃除で、汚れも多かったのです
が、さすがは高学年です。先生の指示通りにてきぱ
きと作業を進め、きれいな状態に戻すことができまし
た。４・５・６年のみなさん「お疲れ様でした。ありがと
う！」残りの部分（大・小プール内の掃除）は、８月初
旬と下旬に教職員を中心とした作業日を設けて行う
予定にしています。
今後は、暴風雨等による作業の遅れや、感染症拡
大の大変な悪化がなければ、８月最終週～９月２週
頃にかけての水泳指導が可能になる予定です。 『２
年ぶりのプール』を、児童と同じくらいに、我々も楽し
みにしています。

《学校事務職員からのお便りコーナー》
今年度、旭丘小に異動してきました、学校事務職員（以下：事務職員）です。職員室では玄関
側入り口の一番近くに座っています。旭丘小の子ども達は、いつもかわいらしい笑顔で職員室
に入ってくるので、私の方も毎日元気をもらっています。
事務職員は授業を担当することがないので、保護者の皆様や児童達には、どんな仕事をし
ているのか見えにくいと思います。ぜひ事務職員の仕事について皆様に知っていただきたいと
思い、今回発信する機会をいただきました。（Ｈ２７・中央教育審議会答申により、事務職員の
学校運営・マネジメントへの積極的な参画が示されています。それを受け、私も前任校時代か
ら少しずつ学校全体の仕事に関わるよう努力しています。）
事務職員の主な仕事の中に、「お金」の管理や「モノ」の管理があります。学校は、子ども達
が主体的に学び力をつけていく場です。その教室には机があり椅子がありチョークがありま
す。授業では教科書を使い教材を使います。今は、一人一台のタブレットもあります。当たり前
ですが、一つ一つの「モノ」をそろえるためには「お金」も必要です。事務職員の仕事は、「お
金」や「モノ」を適切に管理することで、子どもたちに十分な「学びの場」を提供できるようにする
土台作りとなる大切な仕事だと感じています。
旭丘小の子ども達の成長のために、事務職員として保
護者の皆様や地域の皆様とできるだけ深く関わっていきた
いと思っています。そして学校の「お金やモノ」の管理等に
ついて、より多く知っていただきたいと思い、校長室だより
の一角をお借りして、時々発信させていただくことになりま
した。お時間がありましたら、お読みいただけると幸いで
す。今後ともよろしくお願いいたします。

【健康で安全な夏休みに】
夏本番も間近です。来週から
は、気温３０℃を超える「真夏
日」が多くなりそうです。室内に
いても熱中症の危険性はありま
す。室温管理や水分補給等、
お子様の健康面へのご配慮を
よろしくお願いします。合わせ
て、交通事故や水の事故に遭
わないような声かけもよろしくお
願いいたします。
１学期間、様々な面にわたっ
てお世話になりました。心より感
謝申し上げます。

