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<校 長先 生より>
2/22に 学校評議員会が開かれ ました。学校だよりにも載せましたが、来年度 にかかわる部分 について、もう一度
ここで報告 したいと思 います。学習 については、どの子も学び に向かい合 えるように一人 一 台 のタブレットを活用 し
て欲 しい という意見 が出され、学校 でも準備 をすすめています 。その 中に「ミライシー ド」という学習 ソフトがあり、ドリ
ルであつたり、話 し合 い に活用できるものがあります。教員研修も計画的 に実施 しながら進 めております 。そのほか 、
学習面で言うと、来年度は東京都 の学力調査・全 国の学力学習状況調査 がございません。しかし、東京ベ ーシッ
クドリル の診 断テスト(算 数 )は 、引き続き定着度 を調 べ る為 に年 2回 使 っていきます。また、生活 指導面 について
は、子供たちにスクールカウンセラーの存在を更 に周知したり、子供達 が友達 から肯定的な声をかけてもらい 自己
肯定感 へ つながるような取り組 みもぜひお願 いしますと声をいただいています。
体力 向上 については、イメージしたことを体で表現しやすくなるトレーニング「圭オ ーディネーショントレーニング」
というものがあり、地域推進校 の 申請を東京都 に出しています 。それが決まると東京都 から費用 が出て、専門 の先
生を派遣 していただき、子供を指導したり教員 に研修してただ けることになります。オリンピック・パ ラリンピック教育
について、人小 は障害者理 解教育 が 中心 になつていきます。子供たちの人権教育 の観 点からも評価 をしていた
だきました。詳 しくは、学校評価 についてまとめたものをホームペ ージにも掲載 しています ので、ご覧ください。
今年度は 2カ 月 の臨時休校がありましたが、学習 については夏休みを短くしたり、土曜授業を増や したことで各
学年 で履修する内容 は授業を行うことができています。来年度 の行事については、コロナ対応 を継続し、開催方
法等 は従前と変わります が、現時点では運動会・展覧会・宿泊行事 については実施をす るという計画 でいます。
体育館を含 め校 舎 内で、全校 が一 同に介 して集会等 を行う事 はできない状況 です ので 、父母 と教師 の会 の活
動 に関しても、学校とスタンスを共通 にしていただきたいと思います。

<副 校長先生より>
先週 の 4日 (木 )に 6年 生を送る会 がありました。例年 のように全校児童が体育館 に一堂に会 して行うことはで
きませんでしたが、下学年 の 出し物を見る 6年 生 のまなざしからは、下学年 の 6年 生に対する感謝 の気持ちや応
援するきちをしつかりと受け止めていることが伝わってきました。最後 に 6年 生からの合奏「シンクロBOM¨ BA¨YE」
がありました。5年 生が体 育館 で直接聴きました。5年 生は 6年 生 の演奏 に圧倒されていました。さす が 6年 生。5
年 生からは、アンコールの声 が上がりました。それを受け、自身 に満 ち浴れて 6年 生は演奏していました。
感染 防止から限られた範 囲での会 でしたが、子供たちが気持ちを伝 え合うことができたなと思 いましたし、子供
たちの 内面 の成長や生きる力を感 じた会 でした。
さて、来年度に向けての話をいくつかします。まず 、お知らせしている通り、来年 4月 から登校 。
下校 の時間を変
えます。登校時間が 8時 から8時 15分 に、6校 時 の下校時間が 15時 5分 から 15時 25分 になります。ご承知お
きください。
「仲良く助け合 い、よく働く子ども」としました。
もう一つ 、学校教育 目標 についてです。学校教育 目標 の重点は、
特 に人 間関係形成力 の育成を目指 します。

人権尊重を基盤 として、児童 が互いに高め合 ったり、互 い に尊重し合 ったりできる人 間関係を築く指導を進 めてい
きます。人 間関係形成力 の育成 にあたつては、他者 と関わることで 、乗 り越 えなければならない課題も経験するか
もしれません。その課題 について 自分 で解決す る力 がつ くよう指導 していき、自立に向けていきたい と考 えていま
す。また、これは、学校と保護者 が協力することが不可欠 だと思 つております。詳 しくは、来年度発信をしていきま
す が、ご理 解 とご協力をお願 いします。

<報 告事項とお知らせ >

*育 成
・ 育成会定例会→ 中止

*給 食
・ 2月 12日 物資納入登録業者選定委員会 出席
。 3月 2日 給食献 立作成委員会 出席
。 給食 かわら版 企画・作成

*環 境整備
2月 16日 「通学路に関する要望書」回答 のお知らせ 作成 。
印刷・配布
・ 来年度用「通学路安全チェックアンケー ト」作成

・

。 来年度用「ピーポくんの家」ご協力 のお願 い 作成
。 新 1年 生・予備用「自転車防犯 プレー ト」作成

*書 記
・ 2月 18日 第 8回 運営委員会だより 作成、学校 ホームペ ージ掲載
。 新年度配布資料 作成

*渉 外
・ 第 3回 学校評議員会 (2/22)に ついて
。 各専門委員 の活動 内容 について変更 の有無を確認。変更 があれば協議。
(新 年度配布 資料 に基 づ く)

。 自主活動継続手続き、承認 について

*会 計
・

2月 16日

。 2月 17日
・

2月 25日

ジョイセフヘ使用済み切手送付、仮払 いの清算、転入生セット配布 、領収書 の購入
印漏J機 、コピー機 の点検
仮決算報告書作成

<協 議・承認事項 >

*書 記
。 新年度配布資料 について→今年度はイレギュラーであるため、昨年度 の活動報告も添付する。

*会 計
6年 生保 護者 へ 配布用仮決算報告書→ 承認

・

。 来年度 の予算について→例年通り活動するという前提で予
算編成 :承 認

*渉 外
・ 校庭開放遊具購入 の予算について
→ボールの寄付 をつのる。ボールの足りない分やそのほかの遊具 について予 算を組む。
(今 年度 の行事 中止 分 の費用 をあてる。)

・ 行事委員選 出の有無、夏まつ りとラジオ体操 開催 の有無について
→ 夏祭 り中止。ラジオ体操 のみ開催。行事委員は、ラジオ体操 に基本 的に毎 日出席する。
(ラ ジオ 体操開催予定

日:7/27〜 7/30、 8/2〜 8/6)

。 新年度第 1回 行事委員会出席 の依頼 :新
会計 より各 1名 出席 のお願 い→ 承認
年度 の育成 。
・ 旧行事 委員長 へ 出席依頼→ 承認
。 第 1回 行事委員会 開催 日程の確認 :(4/22(本 )予 定)
。 次年 度 クラス数減少予 定 に伴 う、運営委員・行事委員 の選 出人数
→運営委員 :各 学級 2名 (単 学級 3名 )、 行事委員 :各 学級 1名 (単 学級 2名 )
。 自主活動 バ レーボール 部からの 申請受理

◎ 6年 生保護者 の方 ヘ
「自転車防犯 プレー ト」は悪用防止のため、卒業後各ご家庭 でハ サミを入れて破 棄 をお願 いいた
します。(下 の児童 が八小 に在籍 していない方 )

家庭 で使わず に眠 つているボール がありましたらぜ ひお願 い 致 します。ボール の大きさ、種類は問 いません。
(た だし、硬球は除く、状態 の 良い物でお願 いします )

付をして頂ける方は、各 クラスの運営委員までお声掛 けください。よろしくお願 い致 します。
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第 1回 運営委員会
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体育館

￨

学校生活 の身近な問題・疑 問等ありましたら、意見箱 に、または直接運営委員 にお 声かけください。

八小父母 と教 師 の会

