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＜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
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ｗith コロナの２学期、仲間とともに充実した２学期をめざして
とても暑かった今年の夏ですが、朝晩涼しくなり過ごしやすくなってきました。１０月３日（土）は、
運動会です（予備日は 10／7）
。低学年の部、中学年の部、高学年の部に分かれての運動会となります。今
年度は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、
「運動会を実施できるのか、どうか」からのスタート
でした。感染しないよう対策・予防をしながら、出来る形を工夫し、アイディアを出し合って、例年とは
大きく違う形になりましたが、第 47 回運動会を開催する運びとなりました。運動会は、
“開催できること
が当たり前ではない”
、
“いろいろな方々のご協力により開催できる事への感謝”を強く感じています。

運動会の来校に際して

「のびゆくこども」について

〇新型コロナウイルス感染症拡大を予防する観点か
ら、当日の入場の際に「入場者登録届」に必要事項
を予めご記入の上、来校をお願いいたします。体育
館前の受付に提出してください。学校行事に保護者
等が参加・出席する場合は、来校者の把握を行うこ
とになっていますのでご協力をお願いいたします。
〇発熱等体調が優れない方の来校は、ご遠慮いただ
きますようお願いいたします。
〇低・中・高学年の部ごとに色分けした「運動会 観覧
証」をご家庭に配付しています。入校証名札ケース
内に「観覧証」を見えるように入れて、ご着用いただ
きますようお願いいたします。

10 月９日（金）に配付予定です。１学期の臨時
休校が長く続いた関係で、本年度は 10 月と３月に
「のびゆくこども」（通知表）を配付します。
本年度より新学習指導要領が本格実施となって
おり、学力の重要な３つの要素が示されています。
①生きて働く「知識・技能」の習得、②未知の状況
にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育
成、③学びを人生や社会に生かそうとする「学び
に向かう力・人間性等」の涵養（主体的に学習に
取り組む態度等）です。
「のびゆくこども」の学習のようすの欄には、これ
らの①・②・③の学力の観点から見たお子さまの状
況を記載しています。「よかった、悪かった」とだけ
見るのではなく、どの教科のどんな学力で子どもの
力が発揮されたのか、どんな成果が上がったのか
等、お子さまの努力の様子をご確認ください。
また、「生活のようす」や「先生から･･･」では、忘
れ物や身のまわりの整理・整とんなどの基本的な
生活習慣、人とのかかわり方、約束や決まりを守っ
ているか、係活動への取り組み、授業中の様子等
の面から記載しています。生活のようすは学習面
での意欲や成果につながる大切な要素です。
たくさんほめられた子どもは、人のよさにも気づ
き、人を認める子どもに育っていくものではないで
しょうか。「のびゆくこども」をひとつのきっかけとし
て、学校生活について子どもと会話を交わす機会
とし、学習面、行動面のよさを認め励ます機会にし
ていただきたいと考えています。

心のケアについて
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（平日 ９：００～１７：００）
▶ 本校スクールソーシャルワーカー（毎週木曜）
▶ 第十一中学校スクールカウンセラー（毎週火曜）

◎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。お子様本人や同居ご家族の健康観察・検温をよろしくお願いいたします。

フェイスシールドやマウスシールドについて
フェイスシールドやマウスシールドでマスクの代
用とはなりません。マスク装着の主な目的は、相
手へ飛沫を飛ばさないこと。一方、フェイスシー
ルドは、相手からの飛沫が自分の目に入るのを
防ぐために使用するものであり、マスクと合わせて
使用するのが標準とされています。また、マウスシ
ールドは、大きな隙間があいているため、感染予
防策としてはマスクの代わりにはなりません。教室
内では、基本はマスク着用であると考えていま
す。
教育活動の中で、顔の表情を見せたり、発音
のための口の動きを見せることが必要でマスクを
外さなければならない場合には、身体的距離をと
りつつフェイスシールドを活用することも一つの方
策として考えています。

給食後の歯みがきについて
給食後の歯みがきを１学期より実施を止めてい
ましたが、児童の口腔衛生の保持や健康教育の
観点から、感染対策を講じた上で実施を可としま
す。感染対策については、豊中市学校歯科医師
会の「歯みがき時の新型コロナウイルス感染予
防」に関する資料等を参考に、以下のことに留意
していきます。
①手洗い場での密を避ける。②廊下等の窓
を喚起する。③歯みがき中は喋らず、短い時間
で行う。④うがいはできる限り少ない量の水
で行う。⑤水を吐き出すときは、できる限り低
い位置からゆっくり吐き出す。等
なお、手洗い場の清掃は、スクール・サポー
ト・スタッフが行います。

新しい教職員の紹介
１年４組担任の
が産休に入ります。
２学期より
教頭が担任代行をしておりました
が、10 月 1 日付で
が着任しました。また、
養護助教諭の
が着任し、保健室は２名
体制となりました。
10 月から新たなスタッフを迎えてのスタートと
なります。引き続き、学校教育活動へのご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。
◎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 ：
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※定時退勤日
運動会(12:45 頃下校)
代日休業
尿検査(未提出)
運動会予備日(4 限目終了後下校)
歯科検診(1・2・3 年) 4 年体験学習
（民族学博物館） SSW ※定時退勤日
「のびゆくこども」配付

全 校 朝 会 ( 放 送 ) 後 期 時間 割 ス タ ート
教育実習開始(～30 日)
内科検診(5 年)
SSW
※定時退勤日
5 年体験学習(府立海洋センター)
内科検診(4 年) 尿検査(未提出)

２年体験学習(ニフレル)
歯科検診(4・5・6 年) SSW ※定時退勤日
尿検査（未提出）

耳鼻科検診(1･4 年、他抽出) ※定時退勤日
SSW

【今後の主な予定】
・11 月 2 日（月） １年体験学習（野畑南公園 予備日：11/6）
・11 月 20 日（金） ６年日帰り修学旅行（東大寺・平城宮跡歴
史公園）
・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。

【冬休み・春休み等の日程】
冬休み：12 月 25 日（金）～翌年 1 月 7 日（木）
春休み：3 月 25 日（木）～4 月 7 日（水）
２学期終業式：12 月 24 日（木）
３学期始業式：１月 8 日（金）
３学期修了式：3 月 24 日（水）

