
 

 

 

 

 

 

  
 

何事にも「積極的」に取り組み 

   「卯年」にふさわしい大きく飛躍する年に！ 
 

校長 加茂田 実  
 

 明けましておめでとうございます。ここに、謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

 昨年は、保護者、地域の皆様方には、新型コロナウイルス感染防止対策はもとより、本校の教育活動

の推進になにかとお世話になり、誠に有り難うございました。心からお礼を申し上げます。なお、新年

を迎えましたが、新型コロナウイルス及びインフルエンザの感染防止に向け学校でできる対策を継続し

て参りますので、ご家庭や地域におかれましても感染防止にご理解、ご協力いただきますよう宜しくお

願いいたします。また、教職員一同、気持ちを新たに子どもたちの学習、生活を支援して参りますので、

本年も本校の教育活動に一層のご理解とご協力をいただきますよう宜しくお願いいたします。 

 さて、今年は「卯年」で、十二支の四番目の年です。十二支は、中国の『漢書』

では植物が循環する様子を表し、その年の特徴に結びつくといわれていて、昨年

の「寅年」は春が来て根や茎が生じて成長する時期、草木が伸び始める状態の年

であるとされています。そして、今年の「卯年」は、芽を出した草木が成長して

いき茎や葉が大きくなる時期で、目に見えて大きく成長する年であるとされて

います。また、「うさぎ」は跳びはねることから、「飛躍」するという象徴です。 

 本日より始まりました３学期は、それぞれの学年の締めくくりをする大切な学

期です。子どもたちには、この一年を「芽を出した植物が成長していき茎や葉が大

きくなる『卯年』」にふさわしい、目に見える大きな成長の年としてほしいと思い

ます。また、本日の学級活動の時間に立てた３学期の「学習」「生活」の個人目標

を達成するために一日一日を充実した日にするよう自ら積極的に「努力」を積み重

ねていってほしいと願います。 

 学校といたしましては、３学期が、子どもたちにとって今年度の締めくくりとなる

充実した学期となりますよう、また、今年一年が大きな「飛躍」の年となりますよう、

教職員一同「子どもたちを認める言葉の習慣化」の実践の下、一人一人の子どもが自

己の状況に応じ積極的に「努力」できるよう支援して参ります。 

 つきましては、ご家庭におかれましても、お子様が立てられた「目標」達成に向け、

課題に「積極的に取り組むこと」を共有していただき、「認め」「励ます」ことを大

切にお子様の支援にご協力いただければ幸いです。 

ＨＰアドレス・ＱＲコード  
http://www.kyoto-be.ne.jp/ujitawara-es/cms/ 
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学力調査（国語・算数）について 

 １月 12 日、13 日に予定の「学力調査」

は、個々の児童の学習状況を把握し、今後

の指導や基礎学力の定着に向けた取組を進

めるために全学年で実施します。 

 ３学期中に結果は返却さ

れる予定です。その結果を

生かした復習等を学校でも

家庭でも行っていければと

考えています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月（下校予定時刻の変更日） 

10 火 全校…１１時３０分ごろ 

11 水 全校…１３時２５分ごろ 

12 木 全校…１３時２５分ごろ 

13 金 ４～６年…１５時５５分ごろ 

21 土 全校…１４時３５分ごろ 
バス…１４時３４分(早めに教室を出る) 

23 月 全校…下校なし（振替休業日） 

 

１月の行事予定  

10 火 短縮３校時 始業式 大掃除 

11 水 
短縮４校時給食あり（給食開始） 
身体測定（５・６年） 生活点検（～17日） 

12 木 
短縮４校時給食あり 標準学力調査（国語）② 
身体測定（３・４年）     ＰＴＡ選出委員会 19:00 

13 金 
標準学力調査（算数）② クラブ活動⑥ 
安全登校週間（～20日） 

16 月 学校安全の日 委員会活動⑥ 

18 水 避難訓練 チャレンジタイム⑤ 

19 木 書き初め展（～21日） 通学班会 

20 金 ６年知的好奇心をくすぐる体験授業③～⑥ 

21 土 

全校５校時授業 
町立３小中学校「同日学校公開」 
②（２･４･６年） ③（１･３･５年） 

５・６年希望保護者向け「町家庭教育支援事業」説明会
10:30～10:45（多目的室）←別途文書を配布します 

23 月 振替休業日 

24 火 給食週間（～31日） スクールカウンセラー来校日 

26 木 
学校朝会 ６年「いのちのがん教育」⑤ 
ベルマーク回収日（～27日） 

27 金 （来年度入学児童保護者）入学説明会 

28 土 
綴喜青少年の主張大会 

 ※６年生代表児童が発表参加 

30 月 委員会活動⑥ 

31 火 学校朝会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う行事の変更もあります。 

ご了承くださいますようお願いいたします。 

丸数字は「○時間目」

を表します。 ２月の主な行事予定 

２ 木 ＰＴＡ選出委員会 

３ 金 保護者アンケート（～10日） 

６ 月 クラブ活動⑥ 

８ 水 特別支援学級「卒業･進級を祝う会」 

９ 木 １年「維中２年生による読み聞かせ」 

13 月 クラブ活動⑥ ３年クラブ見学⑥ 

14 火 

全校５校時授業 
授業参観・学級懇談会 
   ↑詳細は後日お知らせします。 
図画工作展（～16日） 

 ＰＴＡ役員選出会議 

24 金 ６年生を送る会 

27 月 委員会活動⑥ 

28 火 学校朝会 

※予定は変更になる場合があります。 

２月（下校予定時刻の変更日） 

６ 月 ４～６年･･･１５時５５分ごろ 

13 月 ３～６年･･･１５時５５分ごろ 

14 火 全校･･･１４時５０分ごろ 

 

ＰＴＡ・保護者関係行事

を太字にしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町立３小中学校「同日学校公開」について 
 

１月 21 日（土）の学校公開は、新型コロナウイルス感染防止等の観点から学年

ごとに参観していただくように下記のとおり時間を分けて、保護者の方、地域の方

に参観していただきます。 

校時（時間） [場所] 学年割当 備考 

２校時[各教室等] 

（午前９時 35分 ～10時 20分） 

第２学年 

第４学年 

第６学年 

児童数の関係で廊下からの 

参観になる教室もあります。 

５分休み(５分)→モジュール授業(10分)→

丸山タイム(15分)→移動(５分) 

参観の方の入れ替え時間となります。 

兄妹関係等で待機される方には待合室を設けます。 

参観時間には設定していません。 

３校時[各教室等] 

（午前 10時 55分～11時 40分） 

第１学年 

第３学年 

第５学年 

児童数の関係で廊下からの 

参観になる教室もあります。 

 ※詳細につきましては後日、二次案内を配布します。 

 

・参観は１家庭につき保護者２名までとさせていただきます。 

・運動場を駐車場として開放しますので、ご利用ください。（受付は、児童玄関にて行います。） 

・参観の際には換気、手指消毒、マスク着用等、感染防止対策を十分講じて実施いたしますので、ご理

解とご協力をお願いいたします。 

・感染状況等により、参観される方の人数を制限させていただいたり、参観を中止させていただいたり

する場合がありますのでご了承お願いいたします。 

書き初め展の開催 

1月 19日（木）～１月 21日（土）〔午前９時 ～ 午後５時（21日のみ午後３時まで）〕 

各教室前廊下にて 
  
冬休みなどに練習した各学年の書き初めを廊下に展示しています。既定の日時または学校公開にお越しの際

に児童の心を込めた作品をご覧ください。 
   

＜テーマ＞ １年 硬筆「お正月」     ２年 硬筆「元気な声」 

        ３年  毛筆「明るい心」      ４年 毛筆「美しい空」  

    ５年 毛筆「強い決意」    ６年 毛筆「伝統を守る」 

「６年生を送る会」に向けて ～工夫を凝らした特別活動～ 

 ２月 24日（金）に「６年生を送る会」を予定しています。コロナ禍以前は、全校児童

が体育館に集まり、１～５年生は６年生に向けて卒業を祝う発表を、６年生は１～５年

生に向けて６年間の成果や感謝の気持ちを表す発表を行ってきました。しかし、今は新

型コロナウイルス感染防止のため「一堂に会する」ことが難しいので、児童会本部と担当

教師及び５年生が中心となって『新たな形』を模索し、進めていくことになります。 

 「６年生が希望に満ちて卒業する」「５年生が次の最高学年として主体的に行動する」

「４年生が次の高学年として責任を持って仕事を果たす」「１～３年生が６年生への感謝

を表す」などの目標が達成できるよう、それぞれが知恵を絞って、新たな形「６年生を送

る会」をプロデュースしていきます。乞うご期待！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈来年度入学予定児童保護者の皆様へ〉 

入学説明会について 
 

 来年度入学予定児童の保護者の皆様におかれましては、お子様の春のご入学を心待ちされていることと

存じます。ご入学を控え、これにかかわる諸準備についての入学説明会を以下のとおり実施します。 

 なお、今年度も、新型コロナウイルス感染防止の観点から、「お子様の体験入学」「親のための応援塾

（ＰＴＡによる保護者対象事業）」は中止とさせていただきます。 

 

    １ 日時  令和５年１月 27日（金） 午後１時 50分～２時 45分  

 

      ２  場所    受   付 体育館前   （午後１時 35分より受付開始） 

                  入学説明会 体育館 
 
※令和３年度は新型コロナウイルスの感染状況から、参集形式ではなく文書配布のみでの実施としましたが、

現時点では今年度は参集形式を予定しています。 

ＳＮＳやオンラインゲームに潜むトラブル 

～わが家のオリジナルルールで子どもたちを守る～！ 
 

近年、スマホを利用したＳＮＳ（LINE、Twitter、Instagram等）や携帯型ゲーム機などのオンライン機

能により、学校の友達だけでなくさまざまな人たちと会話やゲームを楽しめるようになりました。 

しかし、その一方でこれまでにはなかったような対人関係のトラブルや健康・性被害、学力不振など多

くの問題事象が発生しており、学校としても危惧しているところです。 

これらの通信機器は、①無料で ②簡単に接続でき（Wi-Fi環境が整っている場所なら個人宅付近も） 

③どこでも手軽に（布団の中でも）利用できる便利さに大きな落とし穴があります。 

つまり、保護者の方がその機能の詳細やお子

さんの使用実態についてよく知らない場合が多

く、気付いた時には無意識に個人情報を漏洩し

たり人権意識に欠ける言葉が行き交っていたり

ゲームに参加できない子との間で溝ができたり

など現実世界での人間関係に影響を及ぼしてい

ることがあるということです。 

学校ではこのような通信機器を用いる際のマ

ナーやエチケットについて指導していますが、

ご家庭でもお子さんがこれらの機器をどのよう

に利用しているかご確認されることが大切だと

考えます。右資料等を参考に、お子さんと話し

合ってルールを決める等していただき、保護者

の監督のもと、正しく安全に利用する力を育て

ていくようにしていただきたいと考えます。 

生活点検について 
 

 １月 11日（水）から 17日（火）までの間、生活点検の取組を行います。 

冬休み気分を一新し、早く学校生活のリズムを確立してほしいと考えています。お正

月明けで、早寝早起きがしんどかったり、手洗い・うがいがおろそかになったりしてし

まう時期ですが、ご家庭でもお声かけをよろしくお願いします。 


