＜学校教育目標＞

＜めざす子ども像＞

国際社会を 心豊かに

①

思いやりのある子ども

元気に かしこく生きる

②

元気のある子ども

子どもの育成

③

よく考える子ども

豊中市立少路小学校
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２学期がスタートしました
コロナ禍で臨時休校が長引いたことを受け、例年なら一カ月以上ある夏休みが、今年度は１６日間と大
幅に短縮となりました。夏休み中も、新型コロナウイルスの感染リスクを考慮し、いつもとちがって帰省
や旅行を控えていたご家庭も多かったのではないでしょうか。
８月２４日から２学期がスタートし、１～5 年生は短縮授業、6 年生は通常授業としていましたが、9 月
１日から全学年が通常授業となりました。引き続き、新型コロナウイルス感染防止や熱中症対策に気を配
りながら、子どもたちにとって実りの多い 2 学期にしていきたいと考えています。

運動会について

オンライン双方向配信の試行

〇日程：１０月３日（土）
〇時程：開会 9:00～閉会 12:30 頃
・開会式（教室にてテレビ放送）
・低学年の部（４０ｍ走・障害物走）
・中学年の部（８０ｍ走・障害物走）
・高学年の部（１００ｍ走 又は リレー・障害物走）
・閉会式（教室にてテレビ放送）
※弁当持参なし
※保護者の参観につきましては、密をさけるため、
低・中・高学年の部ごとに入れ替え制とし、１家
庭お二人までを基本とさせていただきます。内容
等、詳細は後日文書にてお知らせいたします。豊
中市教委の新型コロナ感染予防の指針に基づき、
本年度は例年とは異なる形態で開催いたします。
ご理解いただきますようお願いいたします。
※代休…１０月５日（月）
※雨天延期の場合･･･１０月７日(水)弁当持参なし

今後コロナウイルス感染症の拡大も懸念さ
れることから、感染症や災害時の臨時休校中の
子どもたちの学びを止めない保障の一つとし
てオンライン双方向配信の実施を検討してい
ます。
８月 27 日（木）放課後に６年１組と２組、８
月 31 日（月）放課後に６年３組と 4 組の児童
を対象にオンライン双方向配信の試行を行い
ました。利用するオンラインサービスは、豊中
市が推奨する「Cisco Webex Meetings」でした。
試行実施にあたっては、ご家庭で準備、協力
をいただき、概ねスムーズにオンライン双方向
の配信が実施できたと感じています。
今後、一人一台のタブレット端末を日々の授
業等にどのように活用していくか研究を進め、
これまで以上に子どもたちに寄り添った学び
が実現できるよう取り組みを進めていきます。

お気軽にご相談ください
新型コロナウイルス感染症による日常生活への影響が長期化し、不安やストレスなどを感じておられませんか？
ストレス状態が長く続くと、気持ち、からだ、考え方にさまざまな変化があらわれることがあります。「子どもへの接し方
がわからない」「普段と違う様子が続いていて心配」など不安を感じられるときは、お気軽にご相談ください。
●教育総合相談窓口（豊中市）
（教育に関するさまざまな悩みや子ども
の心理・行動などに関する相談窓口）
電話 ： ０６－６８４０－８１２１
受付時間 ： 平日 ９：００～１７：００

●コロナこころのケアダイヤルとよなか
受付時間：月曜～金曜 11:00～19:00
土曜（予約制）13:00～16:00
フリーダイヤル
☎ ０８００－２００－８７４０

●第十一中学校ス
クールカウンセラ
ー（毎週火曜）も
予約できます。予
約は小学校まで。

◎ 引き続き、新型コロナウイルス感染症予防対策として登校前の検温・健康観察カードへの記入に
ご協力をお願いします。

体験学習の方向性について
長期の臨時休校や新型コロナウイルス感染
症予防のため学校行事等の精選を行います。
５・６年生の宿泊行事を日帰りの体験学習
にすることはお伝えしておりますが、１年～
４年の体験学習についても、感染予防に気を
配りながら精選して計画していきます。蔓延
状況、体験学習の現地やバス車内の感染予防
策等を踏まえ、調整を進めていきます。
今後、各学年からお知らせいたします。当
日体調がわるいお子様は自宅待機をお願いし
ます。また、お子様を参加させることに不安
を感じられるご家庭がありましたら、ご相談
ください。

熱中症に気をつけましょう
週間・月間天気予報によると９月もまだまだ
暑い日が続くようです。ご家庭でも、次の点につ
いて、引き続き、ご協力をお願いいたします。

登下校について
＊帽子を着用させてください。
＊厳しい暑さが予想される日には、日よけ用の
かさ（日傘）も積極的にご活用ください。
（使
用に際しては、周りの児童生徒に当たらない
など安全面に注意するようお声かけくださ
い。
）
水分補給について
＊こまめな水分補給が必要ですので、十分な量
の飲み物を持参させてください。
＊糖分を摂りすぎないように原則は水・お茶と
しますが、熱中症予防には塩分の補給も必要
なことから、補助的にスポーツドリンクも可
とします。
熱中症対策用品について
＊クールタオルや保冷剤、冷却シート等を積極
的にご使用ください。
（ただし、活動の内容に
よって、安全のために使用を控える場面もあ
りますのでご了承ください。
）
体調管理について
十分な睡眠時間の確保や朝食を食べることな
どにより、体調を整えて登校させてください。
学校と家庭が連携して、子どもたちの熱中症
予防を行っていきたいと考えています。どうぞ
よろしくお願いいたします。

９月の行事予定
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内科検診(1 年 3･4 組､6 年 3･4 組)
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火A

内科検診(2 年 3･4・５組､6 年 3･4 組)
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水A

眼科検診(1 年 4 組､他抽出)

縦割り掃除班編成
縦割り掃除班編成

※定時退勤日

尿検査１次
3 年３・４組社会見学（午前中）
委員会①（卒業アルバム撮影）
心臓検診(１年)
※定時退勤日
内科検診(2 年 1･2 組、３年 1･2 組)

SSW
3 年１・２組社会見学（午前中）
クラブ①（卒業アルバム撮影）
SSW
※定時退勤日
内科検診(1 年 1･2 組､6 年 1･2 組)

敬老の日
秋分の日
地区児童会(集団下校) 尿検査２次
SSW
※定時退勤日

【今後の主な予定】
・10 月 3 日（土） 運動会
・10 月 5 日（月） 代休
・10 月 9 日（金） 「のびゆくこども」配付
・10 月 12 日（月） 後期時間割開始
教育実習開始（～10/30）
・10 月 16 日（金） ５年体験学習（大阪府立青少年海洋
センター）
・11 月 20 日（金） ６年体験学習（奈良公園方面）
・11 月 24 日（火）～11 月 27 日（金）個人懇談・作品展
※今後の新型コロナウイルス感染症の流行状況等に
よっては、予定を変更する場合もあります。
◎少路小学校のホームページもご覧ください
■ http://www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/shoji/
■ 少路小学校「eスクール」のページ
アカウント ：
パスワード ：

