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明日から子供達が楽しみにしている夏休みです。昨年
度はごく短期間でしたが、
今年度は例年とほぼ同じ 27 日
間。真っ青な空と入道雲、眩しい日差し、自由な時間など、
子供達にとっては大変魅力的な要素が満載です。家庭中
心の生活となり、ご家庭でもこの期間をどのように過ご
そうか思案されていると思いますが、可能な限り、子供達
には多くの体験をさせてあげてほしいと願っています。
福沢諭吉は『学問のすゝめ』の中で「この世の中で、いちばんさびしいことはする仕事のない
こと」と書かれています。
「何もしないこと＝楽をすること」には必ずしもなりません。夏休みは
じっくりと、ゆったりと自然体験や社会体験等に取り組める絶好のチャンスです。
体験は、子どもたちを自然科学者にします
体験は、子どもたちを歴史学者にします
体験は、子どもたちを冒険者にします
体験は、子どもたちを詩人にします
体験は、子どもたちの心を広く大きく美しくします
体験は、子どもたちの瞳を輝かせます
体験は、子どもたちの考える力を伸ばします
夏休みに教科書はありません。また、体験そのものは教科書にも勝るものです。遠出せずとも、
十勝管内や音更町内にも豊かな自然や歴史、文化等を体感できる場所が多くあります。それらを
活かしたさまざまな取組が考えられます。子供達が「ちょっと大変だったけれどやってよかった。
」
と、胸を張って誇れることが１つでも多くなる休みであってほしいと願います。
感染しない・させない取組に、熱中症対策も加わります。制約・制限、留意すべきことは多岐
にわたりますが、事故や病気に留意し、安全・安心で充実した夏休みにしてあげてください。
１学期間の本校の教育活動に対する保護者・地域の皆様のご理解と
ご協力に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。夏休み
中の子供達の生活と成長、感染症・熱中症対策にも引き続きご協力を
お願いいたします。
合い言葉

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

実施について多くの皆様にご心配いただいた修学旅行でしたが、６年生 107 名全員が参加し
見聞を広げる体験ができました。当日朝まで感染症対策を講じ、健康管理に留意いただきまし
た皆様に改めてお礼申し上げます。

６年生版の理科だよりでは「修学旅行特集」と題し、生物や地学、文化等、多くの知識を提
供しています。学級通信の「修学旅行版」ももう一度読み直し、味わってほしいところです。

修学旅行は我が国の特色ある教育活動の１つ
で、約 130 年もの歴史があり、ほぼ全ての国民
が体験している学校行事です。子供達が時間と
空間を共有する集団的宿泊行事であり、実物・
本物に直接触れる体験的な学びができる面から
も大切な行事です。また、交通・宿泊・見学・
食事施設等や旅行会社の協力があってこそ実施
できる、総合的な教育活動です。ここまで広範
囲に社会のさまざまな組織・体制・構造と密接な関係をもっ
た活動は稀です。その意味からも、思い出づくりの１頁とい
う情的な側面だけでなく、学びの集大成としての大きな意味
をもつ教育活動です。コロナ禍で無事に実施できたことへの
喜びとともに、関係機関やご協力いただいた全ての皆様に改
めて感謝申し上げます。
合い言葉

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

「緊急事態宣言を踏まえた学校にお
ける新型コロナウイルス感染症対策
について」
（５/18 付文書・マチコミメール）で「運動会・体育祭等は７月以降に開催を延期」
とお伝えして以来、校内で協議し、PTA 五役会でも相談させていただき、以下の日程で内容を
圧縮して実施します。平日開催とはなりますがご都合をつけていただき、お子様の姿をご覧い
ただきたく思います。なお、今後の感染状況により変更もあり得ますのでご了承願います。
【スポーツフェスティバル】（運動会の代替行事）
低学年 10 月５日(火) [予備日 ８日(金)]
※ 低･中･高の各ブロック２時間で実施
中学年 10 月６日(水) [予備日 12 日(火)]
※ 学年２種目（リレー＋１種目）と
高学年 10 月７日(木) [予備日 13 日(水)]
各ブロックごとの表現活動
【学習発表会】
11 月 29・30 日(月・火)、12 月２日(木)の分散参観日に併せて開催します
※ 詳細につきましては、２学期にお知らせいたします

保護者面談にご協力いただきありがとう
ございました。コロナ禍で電話での応対が主
流となっていたため、担任にとっては直接ご
意見を伺える貴重な機会となりました。どう
しても時間が限られるため、十分に伝えきれ
なかった面もあろうかと思います。お子さん
や学校のことで気になることがありました
ら、いつでも担任・学校
までご連絡願います。

５年

吉井

紫斗楽さん

実用英語技能検定 ４級 合格

５年 堀口 吏庵さん ３年 松原 真優さん
第８回嗚呼！運転代行社杯 U11 サッカーリーグ
Ｂブロック 第１位
合い言葉

先月末からタブレット端末の試験的な持
ち帰りを実施し、ご家庭の通信環境の整備
をお願いしておりました。結果、多くのご
家庭で整備されていることが確認できまし
た。本日再度持ち帰り、明日からの夏休み
期間中も学年に応じた学習に取り組んでい
くこととなります。
「タブレット活用のルー
ル」に則り、学習ツールの１つとして大い
に活用してほしいと思います。

６年

可瀬 明璃さん・安達

美宇さん

NPB ガールズトーナメント 2021 北海道大会 優勝

５年 石川

栞さん

５年 駒形 蘭さん

第 39 回北海道小学生陸上競技大会
５年女子 100ｍ第３位
５年女子４×100ｍ第１位 ５年女子４×100m 第２位

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」
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３日(月) 管内校長研究大会
４日(火) 一般救命講習
８日(日) 山の日でお休み
９日(月) 振替休日
11～13 日 学校閉庁日
17 日(火) 第２学期始業式 職員会議
18 日(水) 夏休み作品展（～20 日）

19 日(木)
20 日(金)
23 日(月)
24 日(火)
25 日(水)
26 日(木)
27 日(金)
31 日(火)

SC 来校
児童会活動
研修会議
放課後子ども教室
適応指導教室来校
芸術鑑賞（４～６年）
教育委員会学校訪問
クラブ活動
第１発達支援センター来校

最後までお読みいただき深謝。１学期最後の一服は、管理職と通称７年団の教職員が担
当します。これで職員が一巡したこととなります。誰の一言か、ぜひ解明ください。
本格的な猛暑期に突入です。ご自愛のうえ、お盆休みをゆっくりお過ごしください。

＊ ２年ぶりの人間ドック受診。尿酸と中性脂肪の値は改善できず…。でも、腹囲の減は朗報！ (T.S)
＊ 梅を漬けました。樽から甘い香りがあがってきました。美味く漬かるといいな。 (F.A)
＊ 朝、クワガタをつかまえてくる子がいます。
「よし私も‼」と心にちかう私がいます。 (S.N)
＊ 世の中、呪術廻戦ブームですが、私はまだ鬼滅の刃です！第二期が待ちきれませ～ん♡ (I.Y)
＊ 大谷くんの HR を見ることが最近の楽しみです♪同世代の誇り!! (G.K)
＊ 鬼滅遅咲き組のＩ先生と私。お向かいのＩ先生と鬼滅話でニヤニヤするのが日課？です。 (U.Y)
＊ 最近引っ越しをして快適な生活を送っています。 (M.M)
＊ 毎日子どもたちと廊下の掃除をしています。元気な子どもたちにパワーをもらっています。 (E.K)
＊ 引越しをして２か月。コロナの影響でまだ届かない家具があります…。 (H.A)
＊ 絹さやの白い花、茄子の紫、胡瓜の黄色。野菜の花々で真っ盛りの我が家の庭です。 (S.S)
＊ お盆には家族が集まって、焼肉やお祭りに花火大会が当たり前だと思っていたのにな…。 (Y.Y)
＊ 最近の湿度で洗濯物が嫌な臭いに。なので、オキシクリーン４時間つけ置き洗いしてます。 (H.A)
＊ Switch のフィットボクシング２を購入。ぷにぷにの二の腕に変化が!! (K.T)
＊ 十勝に住んで６年目。子供達を手伝いながら、十勝 19 市町村をやっと覚えられました！ (Y.T)
＊ 100 均の小さな植物を大きく育てるのにハマっています。１ｍ超えたものもあります。 (S.H)
＊ 暑い夏にオススメ！マスクに北見ハッカ油、ハンドクリームはマルヨカのシチリアレモン!! (S.K)

合い言葉

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

