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【２学期の主な行事（7 月 20 日現在）
】

中央小だより

八幡市立中央小学校
令和３年度夏休み号

楽しい夏休みに！

※新型コロナ感染症の状況により、変更する場合があります。

日時

行事名

９月中旬

小学校サッカー大会

事業終了のため実施しません。
（来年度以降も実施しません。
）

９／１7（金）
１8（土）

修学旅行（６年）

実施する予定ですが、修学旅行説明会は行いません。夏休み明けに
修学旅行説明プリントを配布しますので、質問等がある場合は、担
任までご連絡ください。

安全で、有意義な夏休みを!

校 長 横山 達雄

校 長 北
和 人
無事に１学期の終業式を迎えることができました。このコロナ禍の中、毎朝の検温・定
期的なアルコール消毒や手洗いが習慣化され児童は本当によく頑張り、安心・安全な学校
生活を送ることができました。保護者・地域の皆様方には本校の教育活動に対し、ご理解
とても暑い中、汗をかきながら、大変よくがんばった１学期が終了しました。
ご協力を賜り、誠にありがとうございました。
明日から、８月２３日まで１６日間の夏休みです。昨年より２１日間少ない夏休
明日から楽しみな夏休みが始まります。夏休みは子どもたちが家庭や地域で過ごす時間
みとなりますが、新型コロナウイルス感染症や熱中症の予防、そして、交通事故
が多く、無計画のまま過ごしてしまうと生活リズムがくずれ、思わぬけがをしたり、病気
などに気をつけて、安全で、有意義な夏休みを過ごしてほしいと思います。
になったりすることもあります。ご家庭でのルールを決め、毎日規則正しい生活が送れる
例年なら、「長い休みを利用して、日頃できない
ようにしてほしいと思います。
また、３７日間という長い休みですから、様々な体験を行う好機です。様々な体験を重
ことに挑戦してみよう」などというところですが、
ねていくことで、今の教育に求められている「生きる力」をはぐくむことにもつながりま
今年については、１学期の疲れをしっかりととり、
す。日頃、子どもとの時間がなかなかとれないというご家庭でも、夏休みは一緒に過ごす
２学期に備えて、エネルギーを蓄えてほしいと思
時間も増えることでしょう。子どもと一緒に体験し、たくさんふれあってください。
います。８月２４日(月)には、みんなの元気な顔に
そして、何よりも安全が第一です。交通事故や水の事故に遭わないように、ご家庭での
声かけをお願いします。たくさんの思い出をつくって８月２７日には全員元気にそろって
会えることを楽しみにしています。
登校してきてほしいと思います。
花壇のヒマワリもこんなに元気に咲きました。時間があれば、散歩がてら花壇に足を運
んでください。

変更内容等

※本市及び訪問先の市町の状況により延期および中止となる場合があります。

９／29（水）
30（木）

林間学習（５年）

実施する予定ですが、林間学習説明会は行いません。夏休み明けに
林間学習説明プリントを配布しますので、質問等がある場合は、担
任までご連絡ください。
※本市及び訪問先の市町の状況により延期および中止となる場合があります。

１０月上旬

陸上交歓記録会

今年度は中止。

１０／28（木） 体育参観

表現運動（低・中・高学年）と徒競走を行う。
９：００〜９：50（中学年）１０：００〜１０：50（低学年）
１１：００〜１１：５0（高学年）

１１／6（土）

実施の仕方は、新型コロナウイルス感染症の状況で判断します。

土曜参観

１１／13（土） 綴喜駅伝大会

今年度は中止です。

【タブレット端末の使用状況の管理について】
八幡市では、児童生徒に対して、教育活動の一環として、適切な指導やインターネット上の犯罪から守ること
を目的に、タブレット端末に関する以下の情報を管理しています。なお、管理情報については、セキュリティが
確保されたクラウド上で使用者名ではなく、端末名で管理しています。
①現在位置情報、
②直近の２４時間のインターネットへの接続履歴
③直近 30 日間のインターネットの閲覧履歴

【夏季休業中の緊急の連絡先について】
【今後の行事の中止について】
児童をはじめとする地域の安全確保と感染症予防の観点から、誠に残念ではあります
が、今年度も、２学期に行っている陸上運動交歓記録会(6年))については、中止すること
になりました。何とぞご理解いただきますようお願い申しあげます。
運動会については、10 月 28 日(木)に「体育参観」として実施する予定です。昨年度
同様、午前中開催という形で、低・中・高学年ごとの集団演技の発表と徒競走を行う取
組を計画しております。保護者の皆様には、ご自分のお子様の出番のときに、感染症対
策を行いながら、参観していただく機会と考えております。

土・日・祝日は、教職員は勤務しておりません。
8 月 10 日（火）〜16 日（月）は、学校業務停止日となっております。
この期間は、教職員は勤務しておりませんので、中央小学校には連絡がつきません。緊
急な連絡がある場合は、八幡市教育委員会学校教育課にご連絡いただきますようお願いし
ます。
八幡市学校教育課 ℡ 075-983-1126（平日の 8：30 〜 17：15 の間）

2 学期の始業は、
8 月 27 日（金）です。
（いつもどおり登校班で登校）
短縮 4 校時

【諸費口座振替日のお知らせ】
諸費７月分の口座振替日は、７月２６日（月）です。
７月分再振替日は、８月５日（木）です。
諸費８月分の口座振替日は、８月２６日（木）です。
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コンクール名

夏休みに取り組める作品募集
作文・図工を中心とした、夏休みに取り組めるコンクール等の一覧です。
もし応募したい場合は夏休み中に取り組んで、各締切日までに各クラスの担任の先生に提出してください。
※画用紙・作文用紙が必要な場合は、職員室まで取りに来ていただければお渡しします。

第１５回「いつもありがとう」
作文コンクール

コンクール名

テーマ・要項

八幡市交通安全書道展

校内締切日

交通安全ファミリー作文
コンクール

自由
第 46 回ゆうちょアイデア貯金箱コン

第３０回全国小学生作文コンクー
ル
「わたしのまちのおまわりさん」

ルール①自分の力でつくること
②２５センチ以内でつくること

クール

③何かのまねをしたらダメ

参加賞あり
第 24 回 木のあるくらし
作文コンクール

大きさ…たて、横、高さすべて２５センチ以内
自分のお気に入りの本について、手描きの文と絵で表現する。
第 10 回子どものしおりコンテスト

「障害者週間」体験作文コンクー
ル

※応募詳細は職員室へお願いします。

「住みよい地球」全国小学生作文
コンクール２０２１

応募作品は、約９〜10 ㎝×約２５〜27 ㎝の画用紙等に描く 返却なし

第１7 回 家やまちの絵本コンクール
第 40 回 「海とさかな」
自由研究・作品コンクール

「家やまち」への思い・夢・あこがれの家など
絵本の大きさは A4 サイズ程度、１６〜３０ページ程度

第８９回全国書画展覧会

「海とさかなとわたしたち」 観察図分野（１〜３年生）
自由研究分野、絵画分野、絵本分野、作文分野、工作分野（全学年）
返却なし

令和 3 年 明るい選挙啓発ポスター

明るい選挙を推進することを表すポスター

コンクール

彩色は自由、画用紙四つ切り、八つ切り、もしくはそれに準ずる大き

第 8 回こども作文コンクール
８月 31 日（火）

さ
国土と交通に関する図画コンクール

住んでいるまちの様子や鉄道、自動車、船、飛行機等の乗り物や未
来の乗り物等

第６２回自然科学観察コンクール

四つ切り画用紙
第１５回 ビルメンテナンスこども絵画

未来のおそうじ〜安心して住み続けられる私たちの環境〜

コンクール

八つ切り画用紙（２７ｃｍ×３８ｃｍ）

第１５回 ビルメンテナンスこども絵画

未来のおそうじ〜安心して住み続けられる私たちの環境〜

コンクール

八つ切り画用紙（２７ｃｍ×３８ｃｍ）

第３６回 WELOVE トンボ絵画コンク

「トンボ」または「トンボのいる風景」

ール

四つ切り画用紙

第２４回全国小中学校児童・生徒環境 「みんなでつくろう持続可能な社会」「みんなで守ろう豊かな自然」
絵画コンクール

四つ切り画用紙

第 18 回手づくり絵はがきコンクール

「夏の思い出」
手づくりのはがきサイズの紙を使用し、テーマに沿った絵を描く。

校内締切日

テーマ：いつもお世話になっている家族に対して、普段言葉ではなかなかいえ
ない感謝の気持ちを作文に書く。
400 字詰め原稿用紙 1〜3 枚まで。作品の裏に応募者の郵便番号・住所・氏名・電話番後・学校名（所
在地・電話番号）・学年・年齢・当コンクールを知ったきっかけを明記する。

作品返却なし。
最優秀賞 5 万円分の図書カード シナネン賞・ミライフ賞・朝日小学生新聞賞 3 万円分の図
書カード 優秀賞 2 万円分の図書カード 入選（低学年の部）5 千円分の図書カード 佳作
（低・高学年の部）3 千円分の図書カード

読書感想文コンクール

※あくまでも自主的な取組の応募のお知らせです。

テーマ・要項

課題図書、自由図書どちらでも
低学年８００字以内、中・高学年１２００字以内 原稿用紙縦書き
交通事故防止につながる言葉を書く。
普通半紙 ※応募要項は全員配布
作品返却なし
家庭をはじめ、学校、地域等において、交通安全について考え、話し合った内容
や方法、その結果実行していることなどを作文に書く。
※応募詳細は職員室へお願いします。 副賞：図書カード
小学生の部４００字詰 原稿用紙 ３枚程度
電子メールでの応募も可能（Ｗｏｒｄのみ）
作文のテーマ「おまわりさんとの触れ合い体験」「おまわりさんに対する意見や
感想」「こんなおまわりさんがいたらいいなという夢」「おまわりさんへの手紙」
など
低学年の部（１〜３年生）・・・B4 版 400 字詰 原稿用紙２枚以内
高学年の部（４〜６年生）・・・B4 版 400 字詰 原稿用紙３枚以内
作品のタイトル（題名）は、自由に設定してよい。
小学生の部 400 字詰 原稿用紙 １〜３枚まで。参加賞あり。
出会い、ふれあい、心の輪〜障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げ
よう〜
４００字詰原稿用紙２〜４枚程度
「住みよい地球」をテーマにした作文
１〜３年生は８００字以内、４〜６年生は１２００字以内
表現は毛筆 作品整理料：一人１００円※１年生は無料
半紙（縦 33.5ｍｍ×横 24ｍｍ）ｍｍ×横 24ｍｍ）
作品には、学年、氏名を小筆で自署する。
１年生「くつ」「こ」「十」２年生「才」「川」「上」３年生「土」元」４年生「林」「左右」
５年生「ふるさと」「成長」６年生「快晴」「湖」
テーマは①②どちらかを選ぶ。
①身近なはたらく人へ、ありがとう
②あこがれの仕事、かなえたい夢
400 字詰原稿用紙 3 枚以内
賞と賞典（予定）
大賞・・・図書カード 5 万円分 優秀賞・・・図書カード 3 万円分
読売新聞社賞…図書カード 2 万円分 あんしん財団賞…図書カード 2 万円分
日本ＰＴＡ会長賞…図書カード 2 万円分 佳作…図書カード 5 千円分
テーマは、動・植物の生態・成長の観察記録、鉱物、地質、天文気象の観測など
文部科学大臣賞…オリンパス顕微鏡、図書カード１万円分
１等賞…図書カード３万円分、２等賞…図書カード２万円分、３等賞…図書カード 1
万円分、佳作…図書カード５千円分、学校奨励賞…図書カード３千円分、健闘賞…・
図書カード 2 千円分、参加賞…オリジナルノート、秋山仁特別賞＜発想・視点面白い優秀
作品＞図書カード 3 万円分

【夏休み学習サポートデイのお知らせ】
教師と一緒に夏休みの宿題や 1 学期の復習ができる日
があります。図書館も開放しています。
ぜひ、ご利用ください。
日時：７月 21 日（水）
、26 日（月）
8 月 24 日（火）
、25 日（水）
午前 8 時 45 分〜10 時 20 分
場所：各教室

８月 31 日（火）

【夏休み期間の南ヶ丘児童センター
南ヶ丘教育集会所の利用について】
期間：7 月 21 日（水）〜８月２6 日（木）
児童センター…遊び 月〜土曜日 午前９時〜午後６時
集会所 … 学習 月〜土曜日 午前９時〜午後６時
※日曜日、祝日は、利用できません。
※児童センター・教育集会所のどちらもお昼休みがあります。
（正午〜午後１時まではお昼休み）

