
学校だより 習志野市立秋津小学校

４月号

令和２年

４月６日

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/akitu/

～1年間、よろしくお願いします～

校 長 鈴木 俊哉

今年の桜は開花が平年より早く、あっという間に満開を迎えましたが、始業式の日に

は、明るく元気に登校してきた秋津っ子たちの進級を祝福しているかのように花びらが

舞いを見せていました。この明るく元気な秋津っ子たちを見ていると、この子たちと共

に過ごせることの喜びを感じることができました。

４月１日、見事な満開の桜花のもと、新しい教職員１１人が着任しました。さらに、

９日（木）には入学式が行われます。その頃は、きっと新緑の若々しい葉が３５名の新

入生の入学を祝ってくれることでしょう。明るく元気に登校してくる新一年生を、職員

一同とても楽しみにしているところです。

今年の秋津小学校は、新入生３５名を迎えて全校児童２３７名、１０学級とステップ

アップルーム2学級。教職員２８名で令和２年度をスタートします。新しい小学校生活

に向けて、期待と不安で胸を大きく膨らませた新入生。また、新たな仲間や先生との出

会い。新しく始まる生活や学習など。新入生に限らず、二年生以上の子どもたちにとっ

ても、大きな期待や不安があるかと思います。そんな期待に応えるとともに不安を解消

させるために、私たち教職員一丸となって子どもたちへの支援を行ってまいります。

今年度もこれまでに積み上げてきた先輩の先生方や保護者・地域の方々の取り組み

を土台として、子どもたちの「生きる力」の育成に向けて、さらに一層の努力をしてま

いります。

そこで、今年度の「学校教育目標」及び「育てたい児童像」を次のようにいたします。

≪学校教育目標≫

『国際社会に生きる知・徳・体の調和のとれた児童の育成』

≪育てたい子ども像≫

自ら学び考える子（知）

思いやりのある子（徳）

たくましい子 （体）

共に生きる子 （生きる力の根幹）

この目標の実現に向けて、教職員一同、日々の教育活動に全力を傾けて取り組んでま

いります。これまでと同様、保護者並びに地域の皆様方の更なるご支援・ご協力を賜り

ますよう、お願い申し上げます。



今後の対応について
明日以降は、学校は臨時休業となり、児童は自宅待機となります。一年生につきましては、９

日（木）に入学式を行い、１０日（金）より自宅待機となります。一部登校や児童受け入れにつ

きましては、本日配布しました手紙をご覧ください。なお、登校時間につきましては、後日改め

て連絡メールにてお知らせします。新コロナウイルス感染症への対応で、今後急な連絡があるこ

とが考えられます。その場合、連絡メールや必要に応じて学校ホームページにてお知らせする予

定です。

学年だよりについて
本日配布する予定だった学年だよりですが、次回の一部登校時に配布しますので、ご了承くだ

さい。

新年度提出していただくもの
本日、以下の４点を配布しましたので、次回の一部登校時にお子さんに持たせてください。

①家庭環境調査票（全員）

②保健調査票

③結核問診票

④個人情報の取り扱いについて

自宅待機中の学習について
本日、昨年度末の未履修の学習プリントを配布しました。次回の一部登校時までのご家庭にお

いて学習し、次回の一部登校時に持たせてください。お子さんが学習内容について、わからない

ところがあれば、一部登校時に指導します。また、今後の学習課題につきましては、次回の一部

登校時に連絡いたします。

校長 鈴 木 俊 哉 教頭 田 中 紀代美 教務主任 吉 田 泰 則

１－１ ○ 宍 戸 康 人

担 ２－１ ○ 中 島 裕里子 ２－２ 大 友 愛 里

３－１ ○ 吉 田 泰 則 ３－２ 山 本 拓 未

任 ４－１ ○ 河 西 由 香

５－１ ○ 鎌 形 周 ５－２ 木 村 優 里

６－１ ○ 成 瀨 賢 規 ６－２ 島 貫 マリア

ステップアップ-1 ○ 小 林 真 理 ステップアップ-2 西 方 友 梨

音 楽 専 科 砂 押 恭 平 養 護 教諭 宮 川 由 佳

担 少 人 数 庄 司 静 男 少 人 数 宮 内 里津子

任 初任者指導 八 本 京 子

補 助 丸 山 智 裕 補 助 小 林 千 恵

外 事 務 正 木 啓 基 事 務 補 助 浅 倉 祥 子

栄 養 士 風 間 正 枝 技 労 士 中 島 龍 明

支 援 員 金 子 郁 美 支 援 員 足 立 祥 子

学 校 司 書 池 田 澄 子 スクールカウンセラー 月２回勤務

令和２年度 教職員紹介



新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
（委託を受けて個人で仕事をする方向け）の創設について
【参考】厚生労働省ホームページ

・新型コロナウイルス感染症により小学校休業等支援金（委託を受けて個人

で仕事をする方向け）https://www.whlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
※「学校等休業助成金・支援金受付センター」の申請窓口や必要書類等につ

いては上記リンク先に掲載してあります。

スクールカウンセラーについて
本年度も本校にスクールカウンセラーが配置されました。子供たちだけでなく，保護

者の相談にものっていただけます。子育てやご家庭のことなどで心配なことがありまし

たら，お気軽にご相談ください。 今月は１７日（金）が勤務日となっています。

特別支援コーディネーターついて
今年度の特別支援コーディネーターとして，ステップアップ担任小林，西方，養護教

諭宮川，教頭田中がおりますので，お子さんのことで気になることがございましたらご

相談ください。

欠席連絡について
○連絡帳もしくは，ファックス又は電話で８：１０までにご連絡ください。

○欠席した日のお手紙などは，学校で預かっておきます。学校からや友達は届けません。

○連絡帳を兄弟や近所のお子さんに託された場合，学校で預かっておきます。

※インフルエンザや感染性胃腸炎などの伝染性の病気の診断を受けた場合，「出席停止」

の扱いとなります。その場合は，「○日までお休みします」というご連絡をお願いいた

します。

就学援助という制度があります
経済的理由によって，就学困難と認められる学齢児童の保護者に対して，必要な支援

が学用品費・修学旅行費・校外活動費・学校給食費等支給されます。 市のホームページ

「申請書のダウンロード」からダウンロードすることができます。また，申請書は学校

にもありますので，教頭（田中）までご相談ください。

連絡メールについて
学校から緊急連絡をするときにメールを活用させていただいておりますが，上のお子

さんの卒業や携帯電話の機種変更をしたために届かなくなったという理由が多くみられ

ます。「連絡メール」は学年ごとに送信することもありますので，すべてのお子様の学年

にて登録をお願いいたします。

なお，４月１４日（火）１１時ころ，各学年ごとに下記のようにテスト送信いたしま

す。

「題名」 ○学年の保護者様

「本文」秋津小学校○年生のテストメールです。本年度もよろしくお願いいたします。

着信できなかった場合は，担任までお申し付けください。新しく手順を記した説明書

https://www.whlw.go.jp/stf/newpage_10231.html


をお渡しいたしますので，再登録をお願いいたします。

校納金について
平成３０年度より始まりました学校校納金について，昨年度もご協力いただきまして

誠にありがとうございます。年間の教材費の総計につきましては，後日学年ごとに，ご

家庭に配布いたしますのでご参照ください。

お手数をおかけしますが，ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

■ 秋津小学校校納金の年間の流れについて

学校からのご案内 日 程 保護者の皆様にお願いすること

〇年間の集金方法・集金額を，お ５月 ※６・９・１0・1月（残高不足とな

知らせいたします。 らないよう入金確認をお願いしま

す。）

〇引き落としができなかった場 ６月中旬 ■第１回引き落とし日 6月１５日

合，督促させていただきます。 ※再引き落とし日（毎回２５日予定）

○１学期に購入した教材について ７月上旬 □５年生のみ，７・11・12・２

業者に支払いをいたします。 月に修学旅行費積立金の引き落と

しをいたします。

○９・１0月に集金させていただ ９月中旬 ■第２回引き落とし日 ９月１5日

教材の支払いをいたします。残

金については，３学期の支払い

に充当いたします。 10月中旬 ■第３回引き落とし日 １0月１５日

○１0月まで集金させていただい １月上旬 ※３学期集金分につきましてはお子

た金額と不足分について計算 さんによって（例：音楽鑑賞会の

し，1月の集金額をお知らせし 日の欠席や校外学習の不参加等）

ます。 金額が違う場合があります。

○３学期までに購入した教材等の １月中旬 ■第４回引き落とし日（最終）

支払いをいたします。 １月１５日を予定しております。

※スポーツ振興センター５５０円につき

○決算の終了後，会計報告書を作 ３月 ましては、５月に現金で集金させていた

成します。 だきます。詳細は５月の学校だよりでお

知らせします。



学校だより 習志野市立秋津小学校

５月号

令和２年

５月７日

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/akitsu/

～保護者・地域・学校で子供たちに笑顔をあたえよう～

校 長 鈴木 俊哉

令和２年度が始まり1ヶ月が経ちましたが、入学式がまだ行われていません。入学式

は延期されておりますが、新１年生は４月９日に秋津小学校の在籍となりました。２年

生から６年生は４月６日に始業式が行われ、進級する事ができました。しかし、子供た

ちは新型コロナウイルスの感染拡大防止で自宅待機となり、自宅学習を行っている状況

です。子供たちの笑顔と元気な姿が学校でみられないことがとても残念です。

今、全世界で新型コロナウイルスの感染により、多くの人が亡くなっています。命を

守るために、ウイルスに感染しない、他の人に感染させない事を生活行動の中で考え取

り組んでいく必要があります。しかし、子供に全てを要求することは難しいことです。

大人の私たちが子供たちを守っていく必要があります。子供たちから笑顔を奪うことな

く守っていきたいと思います。笑顔にはすばらしい力があります。マザーテレサはこの

ようなことを言っています。

「単なる笑顔であっても、私たちには想像できないほどの可能性がある」

この言葉のとおり笑顔には様々な可能性があります。

・笑顔がストレスを解消する。

・笑うことにより身体が活性化され、免疫力がアップする。

・笑うことは、優れた有酸素運動になる。

・笑顔をつくれば、幸せ物質が脳に出てくる。

・笑顔が虐待を防止する。

・笑顔を見たら自分も笑顔になる。「笑顔は感染する」

「ウイルスの感染」を防止して、「笑顔の感染」を拡散させましょう。

私たち大人が、子供たちの笑顔を作っていきましょう。そして、1日も早く通常の学

校生活がおくれる様に秋津の保護者・地域・学校が協力して頑張っていきましょう。



５月の予定
○１１日（月） １，３，５年生個別登校日 ○１２日（火） ２，４，６年生個別登校日

○１８日（月） １，３，５年生個別登校日 ○１９日（火） ２，４，６年生個別登校日

○１９日（火）スポーツ振興センター掛金集金締切日

○２５日（月）１，３，５年生個別登校日 ○２６日（火） ２，４，６年生個別登校日

※５月は学年だよりの発行はありません。

個別登校について
１１日、１８日、２５日は１，３，５年生、１２日、１９日、２６日は２，４，６年生の個別登校日となっておりま

す。１年生につきましては保護者の送迎をお願いします。なお、自家用車での送迎はご遠慮ください。

欠席する場合は、学校まで連絡をお願いします。個別登校時の配布物を保護者が学校まで取りに来

てください。（平日８：１０～１６：３０）

○１年生【グループ１】 ８：１０～ ８：４０ 【グループ２】 ８：５０～ ９：２０ 【グループ３】 ９：３０～１０：００

【グループ４】１０：１０～１０；４０ 【グループ５】１０：５０～１１：２０ 【グループ６】１１：３０～１２：００

○２～６年生 【グループ１】 ８：１０～ ９：００ 【グループ２】 ９：１０～１０：００

【グループ３】 ９：５５～１１：００ 【グループ４】１０：５５～１２：００

※健康観察から下校までの時間です。

※グループ分けは連絡メールで確認してください。

学習について
○登校時に課題を配布します。学校ホームページには、各学年のスケジュールを掲載しま

す。

○わからないところがあれば、個別登校時にできる限り対応したいと思っております。

相談窓口について
お子さんのことで心配なこと、困っていることはありませんか。スクールカウンセラー勤務日は

５月２２日（金）となっております。相談がある方は学校まで電話連絡をしてください。

また、学校ホームページに相談窓口を掲載しております。習志野市総合教育センターでも教

育相談を行っております。（市総合教育センター） ０４７－４７５－８３４１

文部科学省よりマスクが届きました
５月１１日（月）、１２日（火）の登校時にマスクを配布します。

集金のお知らせ
スポーツ振興センター５５０円は現金集金となります。１１日、１２日の一部登校時に集金袋を

配布します。締め切りは５月１９日（火）までとなっております。期日まで持参できない方は学校

まで連絡ください。ご協力をお願いします。

不要不急の外出を控えてください
陽気がよくなり、外で活動するのにいい季節となりました。しかし、不要不急の外出を控える

ようお願いします。また、学校の校庭も開放しておりません。ご理解とご協力をお願いします。



早寝・早起き・朝ごはん
自宅待機期間が続き、毎日の生活のリズムを整えるのは大変だと思います。しかし、基本的

な生活習慣は、子供たちの健全な成長のためには欠かせないものです。基本的な生活習慣を

意識した生活をしていただければと思います。

第１回学校運営協議会（中止）
秋津小は，地域に密着した学校として特色ある学校運営を行っています。

【令和２年度 学校運営協議会】

＜委員＞（順不同）

秋津小学校ＰＴＡ会長（予定） 芳地 理佐 委員 秋津小学校ＰＴＡ副会長（予定） 小西 正大 委員

秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 委員 社会福祉協議会秋津支部長 吉田 秀忠 委員

学校体育施設利用団体代表 山下 晃 委員 民生主任児童委員 玉井 恵枝 委員

学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 委員 秋津小学校元PTA会長 横山 智子 委員

千葉大学教授 伊坂 淳一 委員 市教育委員会指導課長 杉山 健一 委員

市青少年センター所長 加藤 努 委員 ※学校より委員として，校長・教頭・教務・生徒指導主任が出席

みんなの勉強のじゅんびがはじまって

います。 どこにあるでしょうか。



今年の秋津の

こいのぼりも元

気に泳いでい

ます。

地域の方と教職員合同

田植えを行いました。青

空の下、 地域の方と教

職員と協力し、田植えが

無事に終了しました。５年

生の子供たちに引き継で

いきたいと思います。



学校だより 習志野市立秋津小学校

６月号

令和２年

６月１日

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/akitsu/

～秋津小学校 リスタート～
校 長 鈴木 俊哉

新型コロナウイルスの感染拡大防止による緊急事態宣言が解除され、６月１日から１２
日までは、まだ分散登校（学級の半分）で全校児童が一斉登校をすることはありませんが、
学校での授業が開始いたします。１５日からは全校児童が一斉登校し、通常に近い学校生
活が始まります。
ようやく、全校児童による学校生活のリスタート（再開）です。子供たちの元気な笑顔、
元気な姿が学校や地域で見られることが、地域社会にとっても大切なことだと思います。
笑顔あふれる秋津地域が戻ってくると思います。
しかし、これからの学校生活では新しい生活様式（ルール）を基本として、活動してい
く必要があります。

【学校生活】
・子供たち同士のソーシャルディスタンスを確保します。
・業間休みや昼休みはできるだけ屋外の遊びを促します。
・エアコン等の使用が始まっても換気に十分配慮します。
・物の貸し借りはしないように配慮します。
・共用する部分（机やドアノブ、手すり等）は１日１回以上職員が消毒します。

【学習】
・教室の机の向きは全員黒板側を向くようにします。
・発表はマスクを着用し、前方を向いて行います。
・机を向かい合わせての話し合い活動は控えます。
・水泳学習は今年度実施しません。

【給食】
・配膳中は、全員マスクをして、配膳します。
・机は学習時と同じ黒板側を向いて食べます。

以上のような生活様式（ルール）で進めていきます。

今年度、４月・５月が自宅学習となりましたが、夏休みの短縮等の工夫により、授業時
数は例年と同じ時数は確保される予定です。しかし、例年行われている、学校行事や宿泊
行事等については、縮小や中止になる予定です。

「あきつ・あいさつ・ありがとう」



６月行事予定
１日（月） 学校再開（午前、午後分散登校） １５日（月） 千葉県民の日

～１２日（金）まで 平常日課開始
簡易昼食 一斉給食開始

２日（火） 委員会活動 一年生を祝う会
５日（金） スクールカウンセラー勤務日 第一回校納金引き落とし日

１８日（木） グリーン活動、パートナー会議
１日（月）～１２日（金）１１時～１２時 ２２日（月） 避難訓練、新清掃分担打合せ
市の職員が「登下校時の子どもの ２３日（火） 委員会活動
見守りパトロール」を実施します。 スクールカウンセラー勤務日

２９日（月） 通常給食開始

学校が再開されました
１ ６月１日（月）～１２日（金） 分散登校です。
午前と午後に学級を分けて授業を行います。簡易的な給食が提供されます。

２ ６月１５日（月）以降 平常の登校です。一斉給食も開始しますが、簡易化された献立とな
ります。通常給食の開始は、６月２９日（月）より開始の予定です。
（６月１５日は県民の日で例年ならば学校はお休みですが、今年度は登校日となります）

３ 夏季休業は、８月１日（土）～８月１６日（日）となります。
４ ９，１０，１１月の隔週土曜日の午前中は登校日となります。
なお、詳細につきましては、５月２５日および２６日に配布した習志野市教育
委員会からの手紙でご確認ください。

※６月１日（月）～１２日（金）までの時程

【午前】 【午後】
８：１０～ ８：２０ 健康観察 １１：３０～ １１：４０ 健康観察
８：２５～ ９：０５ １校時 １１：４５～ １２：２５ １校時
９：１０～ ９：５０ ２校時 １２：２５～ １３：００ 昼食
９：５５～ １０：３５ ３校時 １３：００～ １３：１０ 休憩
１０：３５～ １１：００ 帰りの会・昼食配布 １３：１５～ １３：５５ ２校時
１１：０５ 下校 １４：００～ １４：４０ ３校時

１４：４０～ １４：５０ 帰りの会
１４：５５ 下校

・各学級のグループ分けは、５月２６，２７日に配布した手紙でご確認ください。
・１年生につきましては、６月１日（月）～１２日（金）までの下校は、教職員、安全ボランティ
アの方とともに方面別に集団下校となります。
・子供たちが規則正しい生活を送れるよう、ご協力をお願いします。

給食について
（１）６月１日（月）～１２日（金）までは、簡易昼食となります。午前授業の児
童は、自宅に持ち帰り、午後の授業の児童は学校で食べます。

（２）６月１５日（月）からは、一斉での給食を再開しますが、配膳が簡易化さ
れた献立となります。

（３）６月２９日（月）からは、通常通りの給食となります。



健康観察について
５月２７，２８日に６，７月の健康観察カードを配布しました。毎朝、お子さんの体温を測り、

体調のチェックをお願いします。発熱や風邪症状がある場合は、自宅で休養し、学校に連絡
をお願いします。
１ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
２ 基礎疾患等があり、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合
３ 上位以外で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合
いずれかに該当する場合、すぐに帰国者。接触者相談センターやかかりつけ小児医療機関
に電話等で相談してください。

一年生を祝う会について
６月１５日（月）２校時に児童と教職員とで一年生を祝う会を行います。一年生に

は、小学生になる喜びとこれからの学校生活への期待と自覚をもち、充実した学校生活を送
れるように心構えができるように、また、在校生には、一年生を秋津小学校の一員として温か
く迎えられるようにしたいと考えております。三密とならないように注意をし開催します。

エアコンの使用について
６月は梅雨にも入り、気候の変動が激しい月です。気温や湿度が高い日は、窓を開け換

気をこまめに行うなどしながらエアコンを使用します。体感温度には個人差がありますし、座
席によっては寒く感じることもあると思います。天候や体調に応じ、上着で温度調節できるよ
うにしてください。

水筒持参について
これからの季節は、特に水分補給が大切になります。通年を通して水筒を持参しても構

いませんが、水筒の中身は、水、お茶、薄めたスポーツドリンクでお願いします。

校納金について
６月１５日（月）は校納金引き落とし日になっております。６月１３日（金）までに口座への入

金お願いします。金額については学年だよりをご覧ください。

通学路の確認を
本日、別添で通学路を配布しました。学校が再開され、子供たちが

安全に登下校できるよう、ご家庭で確認をお願いします。

就学援助制度の申請期間延長について
習志野市では、小中学校に就学するお子さんが安心して教育を受けられるよう、経済的

な理由でお困りの方のために学校生活を支援する「就学援助」を行っています。
認定については原則として申請書を提出した日の翌月からとなりますが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響に伴い、今年度に限りまして、６月３０日（火）までに申請書およびその
他必要書類を提出し、認定となった方は年度当初の認定とします。
ご不明な点は、教育委員会学校教育課（０４７－４５１－１１３３）へお問い合わせください。

困っていることはありませんか
お子様のことで気になることや困っていることがありましたら、学級担任のほか、スクール

カウンセラーに相談することができます。「こんなことで相談していいのか」などの心配はい
りません。学校（担当：養護教諭宮川）まで連絡をください。スクールカウンセラー勤務日に
は来校して直接相談していただく他、電話相談も受け付けております。お子様のことで心配
事がありましたら、ご活用ください。また、学校ホームページに各所相談窓口を掲載してあり
ますので参考にしてください。



５月１１日（月）より個別登校が始まりました。
時差登校でしたが、登下校時には安全ボラン
ティアさんが見守りをしてくださいました。

子供たち、保護者、地域の方がたく
さんのメッセージを書いてくれました。
一つ一つ心を込めて書いてあり、読み
進めていくと心が温かくなります。
メッセージが日に日に増えていま

す。
一日でも早く日常を取り戻すために

子供、保護者、地域、学校と協力して
ましょう。

・みんなと遊びたいな。・早く学校に行きたいな。・みんなとおにごっこがしたい。
・先生いつもわからなところをていねいに教えてくれてありがとう。
・早くみんなと給食が食べたい。
・みんなと早く外で遊びたい。
・ばあばはスーパーのお仕事。コロナがはやっているのにいつもありがとう。
・安全ボランティアみなさん分散登校でも見守りありがとうございます。
・いつもおいしい給食をありがとう。今、我が子たちの栄養のバランス大丈夫かしら。
・飼育小屋のウサギさんたちに春キャベツの芯を食べてほしかった。
・子どもたちが安心して学校に通える平和な日がはやく戻ってほしいです。
・スーパー、病院、保育、配達その他日々の生活に欠かせない分野の職種の方々、心よりお
礼申し上げます。

・はやく子どもたちが外で楽しく遊ぶ子どもたちの笑顔が見られるようになりますように。
・がんばれみんな
（一部抜粋）



学校だより 習志野市立秋津小学校

７月号

令和２年

７月１日

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/akitu/

～新しいスタイルの中で～
校 長 鈴木 俊哉

梅雨も本番、とても蒸し暑くうっとうしい日が続いていますが、７月に入り、通常です

と一学期も残すところ３週間ですが、今年度は７月３１日が１学期の終業式になります。

また、夏休みは８月１日から１６日までの１６日間です。

８月１７日から２学期が始まります。例年とは違う夏休みになりますが、４月、５月分

の学習内容の補充になりますので、ご理解いただきますようお願いします。

６月１５日から分散登校が終わり、全校児童が一斉に登校し、子供たちの笑顔と元気な

姿がみられ、活気のある学校が戻ってきました。１５日には、入学式の代わりになる「入

学を祝う会」を全校児童が体育館に集まり、開催する事ができました。大人の方から子供

たちへの新型コロナウイルスの感染予防を考えて、保護者の参観が無しになり、保護者の

皆様には残念な思いをさせてしまいました。「入学を祝う会」を職員が動画で録画したも

のをDVDに編集をして、１年生のご家庭に配布いたします。また、業者が撮影した１年

生の集合写真と個人写真は販売となります。よろしくお願いします。

全校での学校生活が始まりましたが、学校生活のルールが変わりました。学校において

も密閉・密集・密接を避けた学校生活に取り組んでいます。給食の配膳時、低学年におい

ては職員が配膳を行い、おかわりの時も職員が配るようにしています。少しずつ子供たち

が配膳できるように指導していきます。昼休みの時間は、学級を半分に分けて、校庭で遊

ぶグループと教室等を清掃するグループに分けて取り組んでいます。（密集を避けるため）

床の拭き掃除は雑巾からモップに変えて行っています。トイレ清掃も子供たちは、はき掃

除で便器等の清掃は職員が行っています。例年であれば７月にはプール学習が始まります

が、今年度のプール学習は中止となります。行事等については、中止になるものと内容や

時期を変更して行うものがあります。ご了承ください。出来るだけ、子供たちが楽しみに

している行事を行っていきたいと思います。

６年生が自主的に行動を始めました。秋津小学校では

例年６年生がリーダーとなり、１年生から６年生の合同

縦割り活動が行われています。しかし、今年度は密集を

避けるために縦割り活動が行われていません。そんな中、

自主的に６年生がリーダーシップを発揮し、朝の挨拶運

動と朝清掃を始めてくれました。６年生の素晴らしい行

動に感謝します。

私たち職員も６年生が良い思い出を持って、秋津小学

校を卒業できるように頑張ります。



１日（水） 部活動開始 ２０日（月） 保護者面談
３日（金） スクールカウンセラー勤務日 ～
８日（水） 照度 CO2ダニ検査 ２９日（水）
１０日（金） 安全点検日 ３０日（木） 大掃除

４０周年実行委員会 ３１日（金） 終業式（５校時）※給食あり
１５日（水） ５年生校納金引落日 スクールカウンセラー勤務日
１６日（木） PTA会費集金日（部活朝練なし） 第２回給食費引落日

グリーン活動、パートナー会議 ８ 月
１日（土）～１６日（日）夏季休業
１１日（火）～１４日（金）学校閉庁日
１７日（月）２学期始業式※給食あり

７月の下校時刻について
６月２３日（火）付けで配布した手紙でお知らせしたとおり、７月１７日（金）

までは全校下校時刻を２０分繰り上げての下校となります。なお、２０日（月）か
らは保護者面談日課となりますので、そちらも配布した手紙でご確認ください。

保護者面談について
７月２０日（月）～２９日（水）は保護者面談日となっております。

７月６日（月）に面談日時のお知らせを配布します。

部活動について
７月１日（水）より４年生以上の部活動が始まります。各部におい

て、感染症対策を講じて活動してまいります。活動内容につきまして
は各担当からの配布物をご覧ください。
※担当者 吹奏楽部 砂押恭平、中島裕里子、島貫マリア

サッカー部 鎌形周、山本拓未
ミニバスケットボール部 成瀨賢規、木村優里、大友愛理

職員の産休のお知らせ
○７月６日（月）より、ステップアップルーム１組担任 小林真理より、これまで補
助講師として勤務していた 丸山智裕（まるやま ともひろ）が担任となります。

○７月２７日（月）より、養護教諭 宮川由佳より、これまで補助講師として勤務し
ていた 小林千恵（こばやし ちえ）が養護を担当します。
どうぞよろしくお願いします。

給食費引落日について
６月５日付けの配布物でお知らせしたとおり給食費は１０回に分けて引き落とさ

れます。再引落日はありませんので、引落日前には口座残高の確認をお願いします。

通知表について
毎年学期末にお渡ししていた通知表ですが、今年度は１０月３０日（金）と３月

２４日（木）の年間２回となりますので、どうぞご承知おきください。

鹿野山セカンドスクールについて（４，５，６年生）
今年度の鹿野山セカンドスクールは、全学年中止となりました。詳細は別紙配

布物をご覧ください。（４，５，６年生）

７ 月 行 事 予 定



６月

１５日（月）

通常日課が再開された初日に、「入学

を祝う会」を開催しました。子供たち

同士の距離に気を付け、全校児童で一

年生を迎えました。一年生が堂々と入

場する姿、在校生にお礼を言う姿は、

とても立派でした。また、在校生も一

年生を迎える気持ちが態度に現れてい

ました。入学を祝う会を終え、全校児

童２３７人新たな気持ちで学校生活を

スタートすることができました。

６月２９日（月）

子供たちの清掃が再開されました。再開

に際して、美化委員会の子供たちが新しい

モップの整備をしてくれました。密になら

ないように配慮しながら清掃しています。

毎朝、子供たちの元気のよいあいさつが響

き渡っています。「先にあいさつを！」朝校門

前、昇降口前で６年生が率先してお手本を示

してくれています。「おはようございます！」

先にあいさつの輪が学校全体に広がっていま

す。この輪を大きくしていきたいです。

６月２２日（月）

子供たちの訓練の態度は素晴らしく、

真剣な表情で訓練ができました。校長先

生の話をうなづきながら話を聞いている

子が多かったのが印象的でした。災害は

いつ起こるかわかりません。ぜひ、ご家

庭でも様々な災害を想定したお話をして

いただければと思います。



５月までの臨時休業中、家庭学

習にご協力いただきありがとうご

ざいました。６月１日（月）より

学校が再開され、教職員一同子供

たちの笑顔を見られる喜びを感じ

ています。授業も計画的に行って

おります。また、子供たちの授業

態度も真剣で素晴らしいです。

毎月第三木曜日の９時から１０時３０分まで「グリ

ーン活動」を行っています。環境ボランティアさんを

中心に学校の環境を整備して下っています。６月はバ

ス停付近の草取りを中心に活動しました。秋津小自慢

の広い校庭もボランティアさんのお力を借りて整備を

しています。参加は自由ですのでお待ちしております。

２週間、安全ボ

ランティアさんに

一年生の下校の見

守りをしていただ

きました。おかげ

さまで、通学路も

覚えられました。

PTAさん、習志野

警察、市、教育委員

会の担当の方と、通

学路の点検を行いま

した。交通安全、防

犯面等、引く続き子

供たちに安全指導を

行っていきます。ご

家庭でも話をしてみ

てくだい。



学校だより 習志野市立秋津小学校

８・９月号

令和２年

８月１７日

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/akitu/

～暑い２学期のスタート～
校 長 鈴木 俊哉

今年の夏休みは、１６日間と短い夏休みでした。新型コロナウイルスの感染予防のため、

夏休み中に旅行やお盆の時季に県外のおじいさんやおばあさんの家に行かれた方は少なか

ったのではないでしょうか。海やプールにも行けなかったかな？ 少し寂しい夏休みだっ

たかもしれませんね。

今日、８月１７日から２学期のスタートです。まだまだ、暑い日が続いています。熱中

症に注意して、学校生活を送ってください。マスクをして、息苦しい時は周りの人と離れ

たところで、マスクをはずして息をととのえましょう。水分補給もこまめに取って、体調

が悪い時には早めに休憩を取りましょう。

例年であれば、２学期には６年生の修学旅行と４・５年生の鹿野山セカンドスクールが

ありましたが、今年度は中止になりました。５月に行われる予定でした運動会は、１０月

１０日（土）の午前中に行う予定で準備を進めています。保護者や地域の皆様にもソーシ

ャルディスタンスをとり、子供たちの応援をして頂ければと考えています。６年生の市内

ボール大会も中止になり、ボール大会が予定されていた１１月１１日（水）に、近隣の２

～３校が集まって６年生が参加する陸上記録会を行う予定で準備を進めています。１１月

１４日（土）には秋津小学校創立４０周年記念式典を体育館で行う予定です。４０周年記

念の航空写真を８月２０日（木）に本校校庭で撮影します。１１月２５日（水）には校内

マラソン大会を予定しています。５年生はマラソン大会後に学校の田んぼで育て、収穫し

たもち米をついて食べたいと思います。（新型コロナウイルスが心配なため検討中）

７月から練習が始まった吹奏楽部は、個人練習を中心に取り組んでいます。演奏会やコン

クールに参加ができていませんが、海辺のコンサートが実施されれば参加したいと考えて

います。

９月に入っても、まだ残暑が残っていると思

いますが、少しずつ生活しやすい季節になりま

すので、勉強や運動に取り組む行事を十分注意

して行ってまいります。今後とも、保護者や地

域の皆様の更なるご支援ご協力をよろしくお願

い申し上げます。



８ 月
１日（土） 夏季休業 17日（月）始業式

～ ※学校閉庁日 給食開始
１６日（日） １１日（火）～１４日（金） 18日（火）委員会活動

20日（木）航空写真
21日（金）航空写真予備日
31日（月）給食費引落日

９ 月
1日（火） 1～3年内科検診 15日（火）校納金引落日
2日（水） 4～6年内科検診 16日（水）全学年視力検査、サンタイム
4日（金） サンタイム 17日（木）尿検査一次、グリーン運動
7日（月） あいさつ運動（11日まで） パートナー会議
8日（火） 6-2クリーン運動 18日（金）サンタイム
9日（水） 1年心電図、ロング昼休み 21日（月）敬老の日
10日（木）登校指導日 22日（火）秋分の日
11日（金）サンタイム SC勤務日 23日（水）サンタイム
12日（土）登校日（給食なし） 25日（金）サンタイム、ロング昼休み

26日（土）授業参観日（給食なし）
28日（月）全学年身体検査
29日（火）4～6年歯科検診、全校朝会

委員会活動
30日（水）サンタイム

給食費引落日

２学期の下校時刻について
７月３１日付けの手紙でお知らせしたとおり、２学期も引き続き分散清掃を行い

ます。下校時刻が２０分繰り上げとなりますのでご注意ください。

夏休みの作品展について
今年度は夏休みの作品展は行いませんのでご承知おきください。

土曜登校日について
９月１２日（土）、２６日（土）は登校日となっております。なお、２６日（土）は
授業参観となっております。詳細につきましては、後日配布する手紙をご覧ください。

２学期の行事について
個人面談時に配布しました２学期の行事予定をご確認ください。新型コロナウイル

ス感染症拡大状況によっては、中止や延期等あることをご了承ください。

引き渡し訓練について
９月４日（金）に予定されておりました引き渡し訓練は、１０月１０日（土）運動
会終了後（雨天時は授業終了後）に行います。

８ ・ ９ 月 行 事 予 定



新型コロナウイルス感染症について
７月３１日付けで８，９月の検温表を配布しました。引き続きお子様の検温の記

録等健康観察をお願いします。感染拡大状況によっては保健所等から確認を求めら
れることがあります。

航空写真の撮影について
創立４０周年記念事業の１つとして、航空写真の撮影を行います。
日時：８月２０日（木）※予備日２１日（金）

１０時前後撮影開始（後日連絡メールにてお知らせします）
参加申し込みをされた保護者の方は、時間に遅れないように校庭に集合してください。
なお、来校される際は、マスクの着用をお願いします。自宅で検温をし体調が悪い場
合は参加をご遠慮ください。（欠席連絡不要）当日は気温が高いことが予想されます。
水分補給は各自でお願いします。自家用車での来校はできません。

給食費引落日について
８月３１日（月）、９月３０日（水）は給食費の引落日となっております。再引

落日はありませんので、引落日前には口座残高の確認をお願いします。

校納金の引落日について
９月１５日（火）は校納金の引落日となっております。前日までの入金をお願

いします。金額につきましては、学年だよりをご覧ください。

いじめの窓口について

「トン・トン・トン １年１組の○○○○です。

生活科のお勉強で学校探検に来ました。入ってもい

いですか。」とても立派なあいさつをしながら、１

年生が元気よく学校探検の勉強をしていました。学

校にはどんな部屋があり、何があるのかな、だれが

いるのかな。探検バックを片手に校長先生にも立派

にインタビューをしていました。日常生活にも生か

されており、いつも１年生は、自分から元気よくあ

いさつをしてくれます。

〈いじめメール相談〉
習志野市総合教育センターでは、小中学生向けのいじめメール相

談を行っております。

・友達とのトラブルなどに対して、子供自身が相談できる窓口です。

・匿名でも相談することができます。

〈いじめメール相談アドレス〉 tsunagaru@city.narashino.lg.jp



サンタイムが始まりました。まずはラ

ジオ体操から開始しました。体育主任の

号令で手足を大きく動かしながら元気よ

く体操する姿が見られました。一生懸命

体操すると、気持ちがいいです。

４０周年実行委員会で横断幕を作成してくださいました。６年生が描いたト

ンボが青空を飛んでいるすてきなデザインに仕上がりました。横断幕を見たと

き、子供たちは大きな声で歓声を上げて喜んでいました。正門横に貼り出しま

したのでどうぞご覧ください。

秋津の稲もすくすくと育っています。

先日は学校支援ボランティアさんのお

力を借りながらネットを張りました。

今年のラジオ

体 操 も 子 供 た

ち、保護者、地

域の方とたくさ

ん参加していま

した。

ラジオ体操終了

後、PTAと子供た

ちで校庭の除草作

業をしてくれまし

た。ありがとうご

ざいます。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１０月号

令和２年

１０月１日
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～「体育の日」から「スポーツの日」～

校 長 鈴木 俊哉

「体育の日」から「スポーツの日」に変わったことを知っていましたか。「体育の日」

は、1964年10月10日に開催された東京オリンピックの開会式が行われたことを記念し、

1966年に「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」ことを目的に１０月１０日を

祝日に制定されました。2０００年からは「ハッピーマンデー制度」が制定され、１０月

の第２月曜日になりました。そして、2020年の今年から名称がかわり「スポーツの日」

と変更されました。今年は東京オリンピックの開会式が行われる予定日でした７月２４日

が「スポーツの日」でしたが、新型コロナウイルスの影響でオリンピックが延期され、来

年に延びました。来年、再来年の「スポーツの日」はいつになるのでしょうか？

なぜ「体育の日」から「スポーツの日」に改称されたのでしょう？ 体育というとどう

しても学校の授業をイメージしてしまい、国民のみんながスポーツを楽しめる日という意

味をわかりやすくするために、「スポーツの日」と改称されたそうです。

秋津小学校では延期されていた運動会を１０月１０日（土）に行います。午前中の半日

開催で、新型コロナウイルス感染に注意して行います。保護者の皆様のご協力もお願いし

ます。子供たちは運動会に向けて一生懸命練習し準備をしています。運動会当日、頑張っ

ている子供たちを応援してください。（今年は大きな声

を出して応援することができません。）応援団のみマウ

スシールドを付けて応援することになります。

６年生小学校最後の運動会が思い出に残る運動会にな

る様に、職員一同協力して取り組んでまいります。

追伸 吹奏楽部がコンクールの為に、体育館で録音を

していました。とても素晴らしい演奏でした。ミニコン

サートも楽しみにしています。



１０月行事予定

１日（木） ６年：校外学習 １９日（月）全校朝会

２日（金） １，３，５年：眼科検診 ２０日（火）４－１：クリーン運動

ＳＣ勤務日 クラブ活動

６日（火） １年：クリーン運動 ２１日（水）短縮日課：２６日（月）まで

１～３年：歯科検診 尿検査（二次）

７日（水） 運動会係児童打合せ ６年：あすチャレ！ジュニアアカデミー

尿検査（一次）２回目 ２２日（木）吹奏楽部ミニコンサート

４０周年実行委員会 ２３日（金）ＳＣ勤務日

１０日（土）秋津小学校と地域の大運動会２０２０ ２７日（火）１，５年：

引き渡し訓練 耳鼻科検診

１２日（月）振替休業 クラブ活動

１３日（火）１～３年：内科検診 ３０日（金）通知表配布日

１５日（木）グリーン運動、パートナー会議 １１/２ 給食費引落日

校納金引落日

運動会および引き渡し訓練の開催について
手紙、連絡メールにてお知らせしたとおり、土曜授業日が休日となったことに伴い、

予備日等変更があります。

１【１０月１０日（土）に実施の場合】１２日（月）は代休となります。

２【１０月１０日（土）に実施できない場合】１１日（日）に運動会、引き渡し訓練

を順延、１２日（月）は代休となります。１０日（土）は登校しません。

３【１０月１１日（日）にも実施できない場合】１２日（月）に運動会、引き渡し

訓練を順延、１１日（日）は登校しません。

４【１０月１２日（月）にも実施できない場合】通常通りの月曜日課での授業とな

ります。（お弁当持参）運動会、引き渡し訓練については後日改めて連絡します。

１ 当日は，朝６時４５分より正門のみ開門し，職員が案内します。ソーシャルディ

スタンスを保って入場ください。

２ 保護者応援席でのテントの設営はご遠慮ください。テントの設営は，応援席より

外側の危険のないところにしっかりと固定をお願いします。

３ 進行のさまたげとなりますので，お子さんの写真，ビデオ撮影は，児童席や係席

本部席，入退場門等立ち入らないようにお願いします。

４ 自家用車での来校はご遠慮ください。また自転車は所定の場所にお停めください

５ 今年度は、来賓席および敬老席の準備はありません。

短縮日課について
１０月２１日（水）～２６日（月）まで短縮日課です。各学年だよりにて下校時

刻のご確認をお願いします。

創立４０周年記念式典について
１１月１４日（土）１０：００～１１：３５に、創立４０周年記念式典を開催し

ます。第１部は式典、第２部は児童の発表となります。保護者の皆様は第２部の児

童発表時にお子さんの発表時のみ参観する入れ替え制（１家庭１名）としますので、

ご了承ください。詳細は後日手紙を配布します。ご理解とご協力をお願いします。



職員の着任について
○９月１日よりスクールサポートスタッフとして野田恵都子が着任しました。学校

の環境整備や配布物作成等をします。

○９月１６日より学習サポーターの小山由美が着任しました。主に２，５，６年生

の学習のサポートをします。どうぞよろしくお願いします。

新しい命が誕生しました
産休に入っておりました小林真理教諭に８月３１日元気な男の子が誕生

しました。

宮川由佳養護教諭には９月１４日に元気な男の子が誕生しました。

校納金引き落としについて
１０月１５日（木）は校納金引落日です。各学年だよりにて金額をご確認の上、

前日までの入金をお願いします。

給食費引き落としについて
１１月２日（月）は給食費の引落日です。前日までに入金の確認をお願いします。

短い夏休みでしたが、始業式には

友達や先生に会えて、子供たちは

とてもうれしそうでした。

６年生が１年生に本の読み聞

かせを行いました。１年生が喜

ぶ本を選び、優しいまなざしで

読み聞かせをする６年生。１年

生もとてもうれしそうでした。

休み時間には、１年生と６年生

とで遊ぶ姿がたくさん見られる

ようになりました。

暑さに負けず、部活動を頑張る４，５，６年

生。今年は、活動が制限されることが多く、大

変ですが、自分の目標や夢に向かって頑張って

いる姿はかっこいいです。朝早くから子供たち

を送り出してくださりありがとうございます。

創立４０周年記念事業の一

つとして航空写真の撮影があ

りました。暑い中でしたが、

航空写真および集合写真の撮

影が無事に終了しました。



授業参観に来ていただきありがとうござい

ました。いつも以上にがんばっている子供た

ちの姿がたくさん見られました。

１０月１０日（土）の運動会に向けて練習が始まりました。練習だけでなく、グラン

ド整備もがんばっています。どうぞ子供たちの応援をよろしくお願いします。

○赤組応援団長 ６年１組加古 潮さん

最後の運動会なので練習から全力でがんば

り、本番を盛り上げます。

○白組応援団長 ６年１組加藤康太郎さん

今年は時間が短いけど、いつもよりも盛り

上げられるように全力でがんばります。

授業参観日に４０周年記

念事業のモザイクアートの写

真撮影がありました。保護者

の方の素敵な笑顔がとても印象的でした。完成が

楽しみです。ご協力ありがとうございました。

習志野市社会福祉協

議会秋津支部様より、

充電式草刈機を寄贈し

ていただきました。自

慢の広いグランドを有

効活用できるように大

切に使わせていただき

ます。ありがとうござ

いました。

天候がすぐれず、

順延の順延でやっと

稲刈りができました。

久しぶりの青空の下、友達と協力して

手際よく稲刈りする５年生の姿は頼も

しかったです。お手伝いに来てくださ

った方、ありがとうございました。



学校だより 習志野市立秋津小学校
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～節目を大切に～

校 長 鈴木 俊哉

あと1ヶ月で令和2年が終わります。今年を振り返ってみると、4月、5月はコロナ禍

の影響で子供たちは自宅での家庭学習となり、また外出も制限され、友達と遊ぶことも

できずにストレスがたまった事と思います。先生方も子供たちのいない学校で寂しい思

いをしていました。６月から子供たちの登校が始まり、元気で笑顔の子供たちの姿が見

られるようになりました。しかし学校行事等は制限され、時期の変更や実施方法を工夫

して取り組んできました。その様な中ですが、11月14日に本校の創立40周年記念式典

を無事開催できましたことを感謝申し上げます。式典2部の子供たちの発表がとても素

晴らしく、感動しました。秋津小学校40年を築き上げてくれた４０３２名の卒業生の皆

様、歴代の校長先生及び教職員の皆様、保護者・地域の皆様に感謝するとともに、１つ

の節目として、これから先の秋津小学校の歴史を築いていくよう取り組んでまいります。

ものごとや人・ 年・年度の区切りを「節目」といいます。「節目」を大切にして新し

い年を迎えて欲しいと思います。「節」と言えば、「竹」には節があります。まっすぐ空

高く伸びる竹は、この「節」があるから成長すると言われています。竹は「タケノコ」

の時に「節」の 数が決まっていて、節と節の間に成長する細胞があり、どんどん伸びて

いきます。だから、生まれた時に、どの程度まで伸びるかがほぼ決まっているわけです。

節の数以上には伸びません。そして大事なのが、竹の「しなやかさ」「強さ」です。竹

の枝や葉っぱには雪が積もっても折れません。元に戻る力があります。その「しなやか

な強さ」を作っているのもこの節や空洞だと言われています。君たちも、何か苦しいこ

と、いやなことがあったり、失敗したりして、うつむ

くことがあるかもしれません。しかしこの竹のように、

また起き上がる「しなやかな強さ」をぜひ身に付けて

ほしいと思います。そのためにも「節目」を大事にし

てほしいと思います。「節目」を大事にするというこ

とは、この一年、この二学期を振り返り、失敗やいけ

なかったことを反省して、それを次に活かすというこ

とです。みなさんもこの一年間を振り返り次の新しい

年に向けて活かして欲しいと思います。

保護者の皆様、そして地域の皆様、これからも子供たちの大きな成長のために、お力

添えをよろしくお願いいたします。



１２月の行事予定

１日（火） 健康観察（検温）カード提出 １５日（火）５年：校納金引落日

３日（木） 家庭教育学級 ２１日（月）学期末日課（２３日まで）

８日（火） 6-1：クリーン運動 下校：全学年 13:45
クラブ活動 ２２日（火）大掃除

１０日（木）登校指導 下校 1,2,3年 13:45 4,5,6年 14:30
１１日（金）スクールカウンセラー勤務日 ２３日（水）終業式（給食あり）

１４日（月）個人面談（１８日まで） 下校 1,2,3年 13:45 4,5,6年 14:30
※下校 14日 全学年 13:45下校 ２４日（木）冬季休業（1/6まで）

15,16日 1,2,3年 13:45 4,5,6年 14:30 ２８日（月）仕事納め、給食費引落日

17日 1年 13:45 2～ 6年 14:30 １/４（月） 仕事始め

18日 1,2年 13:45 4,5,6年 14:30 １/７（木） 始業式（給食あり通常の木曜日課）

個人面談について
１２月１４日（月）～１８日（金）に個人面談があります。個人面談日課

となります。下校時刻については、各学年だよりでご確認ください。１２月３日（木）

に面談の予定を配布します。

1000か所ミニ集会について

例年６年生が参加している第七中学校開催の１０００か所ミニ集会ですが、今年度

は参加しないことになりました。

冬季休業について
１２月２４日（木）～１月６日（水）は冬季休業となります。冬季休業中は、ご

家族の行事が多いことと思います。子供だけの外出やお小遣いの使い方のルール、

交通安全など、子供たちが事件や事故にまきこまれないように、ご家庭で確認して

ください。

※１２月２９日（火）～１月３日（日）は学校は学校が無人となります。

事故や入院等の緊急時には、（学校携帯０９０－８７４５－３１４４）までご連

絡ください。

５年生：校納金引き落とし日について
１２月１５日（火）は５年生の校納金引き落とし日になっています。１２月１４

日（月）までに入金の確認をお願いします。

給食費振替日について
１２月２８日（月）は給食費の振替日です。前日までに入金の確認をお願いしま

す。給食費の引き落としができないと、払込票でのお支払いまたは、習志野市教育

委員会学校教育課窓口での支払いとなりますので、残高不足にならないように、入

金確認をお願いします。

３学期の授業参観について
２月１８日（木）は授業参観を行う予定です。例年は午後に授業参観を行います

が今年度は２，３校時に２グループに分けての分散参観となります。学級懇談会は

行いません。詳細につきましては後日手紙にてお知らせします。なお新型コロナウ

イルス感染拡大状況によっては中止になる場合があることを子承知おきください。

学力テストの実施について
１月２８日（木）に、学力テストを予定通り行います。



社会科の自動車についての学習

で、宍戸教諭を講師に自動車のつ

くり等について学びました。
学校紹介のパンフレットを作

るために調べ学習をしました。

熱心にメモを取りながら校長室

や職員室を見学していました。

香澄小６年生と合同で陸上記

録会を行いました。壮行会では、

全校児童の応援を受けてパワー

をたくさんもらった６年生は、

本番では自己記録を更新する子

がたくさんいました。練習の成

果を発揮でき、達成感を味わう

ことができました。

たくさんの方に応援されながら、子供たちはゴ

ールに向かって走り切りました。声援を受けると

力が湧いてくる様子が子供たちの走る姿からうか

がえました。寒い中、応援ありがとうございまし

た。練習から長期間にわたり子供たちの安全を見

守ってくださったPTA,学校支援ボランティアの皆

様のお陰で子供たちに大きなけがもなく無事に終

了することができました。

１年 １位 吉野直斗さん 谷岡杏樹さん

２年 １位 海老原俊さん 藤島悠月さん

３年 １位 杉本悠莉さん 森 結愛さん

４年 １位 保立拓海さん 土田真彩さん

５年 １位 中䑓 空さん 富田ゆずさん

６年 １位 染谷昊希さん 菅野晴愛さん

マラソン大会の後、秋津小恒例の餅つき大会

がありました。米作りから携わってくださった

地域の方に指南されながら、子供たちはお米を

蒸し、餅つきをしました。保護者の方とも盛り

付けを体験することができました。これまでの

準備等ありがとうございました。子供たちは貴

重な経験をすることができました。子供たち、

保護者、地域の方との関わりを見て、改めて秋

津の素晴らしさを実感しました。



厳かな雰囲気の中、第１部が始まりました。市長、市議会議長、

教育長からはビデオメッセージをいただきました。実行委員会か

らは、記念品の目録をいただきました。

第２部では、「ＢＡＣＫ ＴＯ ＴＨＥ ＡＫＩＴＳＵ」のテー

マで、現在から４０年前までの学校や世の中の動きを各学年が表現

し、全校で１つの発表を作り上げました。

子供たちは練習の

時からとてもうれし

そうでした。全校児

童が心を一つにして、

秋津小学校の創立４

０周年のお祝いがで

きました。

子供たち、職員、保護者、地域の方

など秋津にかかわる方との共同制作

であるモザイクアートは素敵な作品

に仕上がりました。また、保護者入

れ替えによる参観にご協力いただき

ありがとうございました。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１月号

令和３年

１月 ７日

http ://www.nkc .c ity .narash ino .ch iba . jp/ak i tsu/

～伝統文化の伝承を～
校 長 鈴木 俊哉

新年あけましておめでとうございます。新しい年、令和３年が始まりました。今年は

「丑（うし）年」です。牛は古くから酪農や農業で人間を助けてくれた大切な動物です。

大変な農作業を最後まで手伝ってくれる働きぶりから、丑（うし）年は「我慢（耐える）」

「これから発展する前触れ（芽が出る）」というような年になるといわれています。

まだまだ続くコロナ禍ではありますが、少しずつでも平常な日々が戻ることを願ってい

ます。

さて、子供たちはどのように新年を迎え、お正月や冬休みを過ごしていたのでしょう。

今日の始業式に元気な姿で登校した子供たちの顔から、この新しい年に大きな期待を抱

いているように感じられました。とても頼もしく思われます。 秋津小学校の子供たち全

員の新たな充実した一年を願っています。

今日で松飾りも払われ、正月気分も終わっている頃ではないかと思われますが、1月

１１日は「鏡開き」です。（地域によって異なるようですが、関東では１１日が多いよ

うです。） 神棚や玄関などにお供えしたお餅（鏡餅）を下げて、お雑煮やお汁粉などに

していただくという行事です。本来、「鏡開き」では刃物を使わず手で砕いていたそう

です。「開く」というのは、縁起をかついで、「切る」とか「割る」の代わりに使ってい

ます。また、「鏡」というものは神聖なもので、「鏡が割れる」ということは不吉の前兆

と考えられているので、「割る」とはいわず、「開く」といっているそうです。

日本では、この他にも年の初めに様々な行事をしたり、飾り物をしたりします。例え

ば、松飾り（門松）、初詣、書初、初荷、七草、出初式、どんど焼き等々。これらはい

ずれも何かしらのいわれがあり、私たちに古来の教えを残

しているのです。日本では、このような古き良き伝統行事

が今でも続いています。今後もこの伝統文化を伝承してい

くことは、私たち大人の使命ではないでしょうか。このよ

うな古き良き日本の伝統について、是非ご家庭においても

子供たちとの会話の中で触れていただき、子供たちの心の

中に留めていきたいと思います。

これからますます寒さが厳しくなります。健康には十分

にご留意ください。

本年も子供たち共々秋津小学校を、よろしくお願いいたします。



１月の行事予定

７日（木） 始業式 給食あり 木曜日課 １９日（火）３年：クリーン運動

健康観察カード（検温）提出 クラブ活動（３年クラブ見学）

８日（金） スクールカウンセラー勤務日 ２０日（水）サンタイム

１１日（月）成人の日 ２２日（金）サンタイム

１２日（火）6-2：クリーン運動 スクールカウンセラー勤務日

委員会活動 身体測定 ２６日（火）習教研（下校 14:15）
あいさつ運動（15日まで） ２７日（水）サンタイム

登校指導 ２８日（木）４年：習志野市学力調査

１３日（水）校内書初め展（15日まで） 学力テスト

避難訓練（津波） ２９日（金）長縄大会

１５日（金）１年：引き渡し訓練 ２月１日（月） 給食費振替日

サンタイム

校納金引き落とし日

校内席書大会、書き初めについて
今年度は校内席書大会は行いません。校内書初め展では、冬季休

業中の作品を展示します。また、習志野市席書会も今年度は行われ

ません。

校内書初め展は１月１２日（火）～１5日（金）の各日15:15～

16:30となります。どうそご覧になってください。

避難訓練について
１月１３日（水）に津波を想定した避難訓練を行います。

今年度の引き渡し訓練ですが、１年生のみ行うこととなりました。

校納金について
１月１５日（金）は校納金引き落し日となっております。引き落し額は、各学年

だよりをご参照ください。今年度最終となります。ご協力ありがとうございました。

給食費振替日について
２月１日（月）は給食費の振替日です。前日までに入金の確認をお願いします。

健康管理について
新型コロナウイルス感染症だけでなく、インフルエンザや感染性

胃腸炎の流行が予想されますので、手洗い・うがい・マスクの着用

を学校で指導していきます。ランドセルに予備のマスクを持たせて

ください。ご協力お願いします。

発熱の有無を問わず、体調が悪い時は無理をさせず、自宅で療養するようにお願

いします。



４年生が、谷津干潟観察セン

ターへ校外学習に行ってきまし

た。一人に一つずつ双眼鏡を貸

していただき、干潟の鳥や水辺

のなどの生き物の観察をしまし

た。また、所員さんからレクチ

ャーも受けました。観察センタ

ー内だけでなく、普段から登下

校などで目にしている干潟を改

めて観察することにより、生き

物や環境問題に関心を深めるこ

とができました。

友達に約束を破られ

たと勘違いし、そのこ

とを SNS に書き込みし
たことから、情報モラ

ルだけでなく、相手の

立場になって行動する

ことについて考えまし

た。

１年生が、４年生

に教えてもらいなが

らチューリップの球

根を植えました。単

学級同士の交流で４

年生が１年生に優し

く教えてあげる姿が

見られました。春が

待ち遠しいです。

令和２年度第６８期TBSこども音楽

コンクールで優秀賞をいただきました。

関東で最優秀校が１校、優秀賞が１

０校受賞した中で、習志野市では秋津

小のみ優秀賞を受賞しました。

練習時間がなかなか確保できない中、

パート練習をコツコツとがんばってい

たこと、吹奏楽部全員で心を一つに演

奏したことが結果につながりました。

これからの活躍も楽しみです。



指導力向上のために校内

研修を行っています。２学

期は日常の授業を見合った

り交換授業をしたり、授業

力向上の研修を行いました。

また、オンライン授業につ

いての研修も行いました。

正門ロータリーに素敵なライトアップがされ、ワ

クワク楽しい気持ちになりました。夜の学校は怖い

イメージですが華やかな雰囲気に包まれていました。

書写では、年賀状の書き方や

書き初めなど、日本の伝統文化

についても学びました。

５年生の書写では、全校児童に向けてのメ

ッセージ入りの年賀状を書きました。思いが

込められた素敵なメッセージが書けました。

３年生は初めての書き初めです

が落ち着いて準備ができました。

お手本を見ながら丁寧に書くこと

ができました。



学校だより 習志野市立秋津小学校

２月号

令和３年
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～コロナ禍に対応した学校生活～

校 長 鈴木 俊哉

新しい年を迎え、一ヶ月が過ぎました。新春を迎えたときの気持ちが徐々に薄れ始め

てきているような気がします。３日はもう「立春」。２日の節分を境に、寒い冬から暖

かな春へと季節は移り変わっていきます。しかし、「春」とは言っても暦の上でのこと、

２月は一年で一番寒い時期です。暖かく温もりを感じる明るい春がとても懐かしく思わ

れる今日この頃です。

令和3年になり、3学期の始業式に新型コロナウイルスの感染予防緊急事態宣言が再発

令されました。今まで以上に感染予防対策に取り組む必要があります。全国的にコロナ

感染者が増えている中、感染することは十分考えられます。学校としては、校内でクラ

スターを出さないように細心の注意を行い予防に取り組んでいます。給食以外の全ての

活動で、マスクを着用しています。子供たちは、業間休み、昼休みに元気よく校庭で遊

んでいる時もマスクをしているために、息や汗でマスクが濡れてしまいます。予備のマ

スクを持たせて付け替えるようにご家庭でもご指導をお願いします。授業の内容におい

ても歌唱や合唱、音読等は行わないように工夫して取り組んでいます。6年生の香澄小

とのサッカー・ミニバスケットの練習試合も延期（中止）になりました。緊急事態宣言

が解除されれば、職員との試合を行いたいと考えています。6年生を送る会は開催方法

や内容を工夫して行いたいと考えています。全校児童が一斉に体育館に集まることを避

けて行います。保護者の皆様の参観は入替制で行います。緊急事態宣言が継続された場

合は保護者の皆様の参観はご遠慮させていただきます。ビデオで録画したものを他学年

の児童や保護者の皆様が観られるように考えてい

ます。

幸いにして秋津小学校ではコロナ感染者が出て

いませんが、これから先、感染者が出たときに、

感染者やその兄弟に対して誹謗中傷の言葉やいじ

めにつながる事が無いように学校でも指導してま

いります。ご家庭においてもご指導のほどよろし

くお願いします。



２月の行事予定

１日（月） 不審者対応訓練 １５日（月）蔵書点検

２日（火） 全校朝会 ５年：校納金引き落とし日

委員会活動 １６日（火）２年：クリーン運動

３日（水） サンタイム クラブ活動（最終）

５日（金） サンタイム １７日（水）サンタイム

５年：いのちの講座 １８日（木）授業参観

スクールカウンセラー勤務日 ６年：七中見学

８日（月） 教育相談週間（１９日まで） グリーン運動

１０日（水）登校指導 パートナー会議

サンタイム ２３日（火）天皇誕生日

１１日（木）建国記念の日 ２４日（水）サンタイム（行進大会）

１２日（金）サンタイム ２５日（木）学校運営協議会

蔵書点検 ２６日（金）６年生を送る会

スクールカウンセラー勤務日

２７日（土）とんぼコンサート

３/１（月） 給食費振替日

５年生校納金
２月１５日（月）は５年生の校納金引落日となっております。前日までに入金を

お願いします。

給食費振替日について
３月１日（月）は給食費の振替日です。前日までに入金をお願いします。

保護者参観，学級懇談会について
２月１８日（木）は授業参観を行います。今年度最終になりますので、子供たち

の成長をご覧ください。詳細につきましては、配布した手紙をご覧ください。

６年生を送る会について
２月２６日（金）に６年生を送る会を行います。詳細につきましては、配布した

手紙をご覧ください。

緊急事態宣言発令中について
今後の緊急事態宣言の発令状況や感染症拡大状況等に応じて、行事等変更がある

場合があります。その場合、配布物や連絡メールにてお知らせいたします。ご理解、

ご協力をお願いします。

職員の着任について
○１月１２日より学習サポーターの横田紘大が着任しました。基礎学力定着のため

全学年を対象に、主にパワーアップスキルを活用して、児童の学習をサポートし

ます。



１月１３日（水）～１５日（金）まで校内書き初

め展を開催しました。どの作品もていねいに書かれ

ていました。

１年 川澤 百奈さん

２年 君島 千尋さん

３年 小濵 杏李さん

４年 袖山 未彩さん

５年 横田 勝己さん

６年 佐川 詩紀さん

市小中書初展覧会代表

東京湾を震源とする地震で、校舎は倒壊せず、１０ｍの大津

波が来襲する想定で行いました。少しでも高い所へということ

で、４階特別教室やオープンスペースに分散して避難をしまし

た。子供たちの態度は素晴らしく、真剣な表情で訓練ができま

した。災害はいつ起こるかわかりません。ぜひ、ご家庭でも様

々な災害を想定したお話をしていただければと思います。

下学年と上学年と

２つに分けて長縄大

会を行いました。

「１，２，３」と声

を掛け合いながらが

んばる姿が見られま

した。達成感を味わ

えたようです。
体育委員代表６年染谷さん

の話から始まりました。

今年度は、密にならないように清掃を２グ

ループに分けて行っています。Aグループの

清掃日は、Bグループが昼休みです。次の日

はその逆となります。毎週木曜日は全員で昼

休みです。清掃の日は、静かに清掃していま

す。モップの使い方も上手になりました。外

で遊べる日は、広い校庭を走ったりボールで

遊んだり元気いっぱいの秋津っ子です。

委員会活動もしています



1/24～30は全国学校給食週間でした。リクエストや郷土料理、給食が始まった

ころなどの献立でした。秋津小の自慢の一つであるおいしい給食を紹介します。

２５日（月）

校長先生リクエスト献立

校長先生が子供のころの給

食はごはんではなくパンで

した。ソフト麺が出るとう

れしかったとのことです。

２６日（火）

千産千消献立

千葉県は農業、漁業、畜産業

ともに盛んです。千葉県産の

さといもとひじきの手作りコ

ロッケはおいしかったです。

２７日（水）

福島県の郷土料理

さんまのポーポー焼きは魚

のハンバーグのような料理

です。千葉県のさんが焼き

と似ています。

２８日（木）

秋津小リクエスト献立

大人気の揚げパンでした。

固くなったパンをおいし

く食べられるようにと考

えられたそうです。

２９日（金）

給食が始まった頃の献立

明治２２年山形県の学校で

おにぎり、塩さけ、菜っ葉

のつけものの給食が日本で

初めての給食です。

放送委員会の子供たち

が、給食の献立と食に

ついての豆知識などの

紹介をしています。

毎日放送しています。

寒さ厳しい中、３年

生が元気にクリーン運

動を行いました。

秋津小学校では、たくさんの学習、安全、環境、情報等の学校支

援ボランティアの方に支えられています。ありがとうございます。

今年度、４名の方が「習志野市教育功労者」として表彰されました。

表彰状 笹川満さん ４号公園前で子

供たちの安全を守ってくれています

表彰状 谷口和歌子さん 正門前で子供

たちの安全を守ってくれています

感謝状 桑名英一さん ４号公園前で

子供たちの安全を守ってくれています

感謝状 吉村博与さん 英語の授業

のサポートをしてくれています



学校だより 習志野市立秋津小学校

３月号

令和３年

３月 １日

http ://www.nkc .c ity .narash ino .ch iba . jp/ak i tsu/

～命の大切さをもう一度考えよう～

校 長 鈴木 俊哉

立春を過ぎてひと月ほど、間もなく啓蟄を迎え春暖を感じさせる時節になってきまし

た。校庭にある木々の蕾も膨らみが大きくなってきているように感じています。

今年度も残すところ一ヶ月となりました。三月は子供たちにとって進学や進級に向

けて、新たな夢や希望で胸を膨らませます。もちろん教師も子供たちと共に、夢や希望

を分かち合っていきたいと思っています。

さて、私が3月で思い出されるのが、10年前に起きた東日本大震災です。3月11日震

災の日、私は第二中学校で教頭として勤務していました。全校生徒が体育館に集まり卒

業式の予行を行っていたときに地震が起こり、体育館の天井にたまっていた砂ぼこりや

枯れ葉が天井から降ってきました。一瞬、天井が崩れたと思いました。幸いにも建物の

損傷はなく子供たちは冷静に校庭に避難したことを思い出します。もしも、体育館の天

井が崩れ子供たちが下敷きになってしまっていたらと思うと、とても恐ろしく思います。

その時ほど命の大切さを実感したことはありませんでした。今はコロナ禍の中ですが子

供たちは平和な生活をおくっています。その生活の中で、子供たちの言葉に「死ね」「死

ぬ」という言葉が聞かれます。あまり深く考えずに使われていると思いますが、「死」

は命とつながっています。命の大切さをもう一度考えて、「死ね」「死ぬ」という言葉は

使わないようにしましょう。

最後になりましたが、保護者の皆様、地域の皆様、これまで一年間秋津小の子供たち

のために、曜日を問わず、昼夜を問わず、惜しみないご支援ご協力をいただきましたこ

とに心より感謝しております。今後も秋津小の子供たちのために、ご支援ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。今年度もあと一か月、宜しくお願いいたします。

追伸 私事ですが、今年度で定年退職になります。皆様に

支えて頂きながら教員生活最後の3年間を秋津小学校で終える

ことに感謝いたします。

「素晴らしき哉、秋津小学校」
かな

「笑顔あふれる秋津小学校」

「あきつ あいさつ ありがとう」



行事予定

１日（月） 給食費引落日 １５日（月）卒業式前日準備

２日（火） 1年：クリーン運動 １６日（火）第４１回卒業証書授与式

委員会活動（最終） （１～５年生：臨時休業）

３日（水） サンタイム ２３日（火）給食終了、大掃除

４日（木） 6年：短縮日課 ２４日（水）修了式（給食なし）下校 11:50
（12日まで） ２５日（木）春季休業（4/5まで）

８日（月） 全校短縮日課開始 ３０日（火）離任式（未定）

サッカー部、ミニバス部お別れ会 ３１日（水）給食費引落日

９日（火） 吹奏楽部トンボコンサート

（9,10日関係者のみ） ４月６日（火）始業式・着任式

１０日（水） 登校指導 ９日（金）入学式

１３日（日） 40周年記念事業 （２～６年生臨時休業）

正門前整備 １８日（月） 学級懇談会

短縮日課について

６年生・・・・・３月４日（木）から １～５年生・・・３月８日（月）から

下校時刻は、各学年だよりをご覧ください。

卒業式について

３月１６日（火）に第４１回卒業証書授与式が行われます。卒業生、保護者、職

員で挙行します。なお、１年生から５年生までは臨時休校となります。

離任式について

年度当初は、３月３０日（火）に離任式を行う予定となっておりますが、実施につ

きましては、現在未定となっております。決まり次第、ご連絡いたします。

春季休業について

○３月２５日（木）から４月５日（月）は春季休業となります。暖かくなり、子供た

ちも活動的になると思います。交通事故等には十分気を付けてください。

○春季休業中の事故や入院などの緊急時には、学校までご連絡ください。

※秋津小学校 ０４７－４５１－８１１１

土、日、祝日の緊急時は学校携帯まで連絡をください。

※学校携帯 ０９０－８７４５－３１４４

令和３年度入学式について

４月９日（金）に令和３年度入学式を行いますが、

２～６年生までは臨時休業となります。

給食費引落日

３月１日（月）および３１日（水）は給食費引落日とな

っております。前日までに口座への入金をお願いします。

PTA 会費からバレーボ
ールを購入しました。早

速授業で活用しています。



助産師さんから命の誕生の

授業を受けました。命の奇跡

を学ぶことができました。

毎月１回５，６年

生児童による委員会

活動が行われていま

す。これ以外に毎日

の当番や行事運営な

ど大活躍です。

１年生が広いグランドで

のびのびと自分で作った凧

をあげました。

秋津っ子たちは、コロナ禍でも元気いっぱいに生活でき

たのは、保護者や地域の方々などたくさんの方に温かく見

守られているからです。元気に心豊かに成長しています。

この日のために、子供たち

は一生懸命に練習をしてきま

した。各教室にて学年発表の

動画を視聴しました。どの学

年も工夫を凝らした素晴らし

い発表で、６年生も素敵な笑

顔で送る会に参加しました。

練習からがんばっていました。

どの子も笑顔で楽しそうな表情

が印象的でした。

★学校支援ボランティア募集★お気軽にお問い合わせください。

連絡先 秋津小学校 教頭 ０４７－４５１－８１１１

２月はオンラインで行い

ました。立派な態度で朝会

に参加できました。

３年生の社会科です。

おうちの方への感謝の

気持ちが伝わるすてきな

会になりました。



秋津小学校パートナー会議委員公募のお知らせ
秋津小学校は、コミュニティスクールの指定を受け、「学校運営協議会」を設置して学

校運営を行っています。その中で、校長のリーダーシップが十分に発揮できるよう「パ

ートナー会議」を組織し、下のような内容で学校運営を支援していただいています。

目 的（役割）

（１）学校・保護者・地域住民がよきパートナーとして協力し合い、学校運営の推進に

「地域のかぜがいきかう」システム（教育活動推進システム）の充実・活性化を図

る。

（２）学社連携による教育活動や学校評価に参画し、よりよい学校運営の推進に寄与する。

（３）生涯学習及び安全で安心なコミュニティの充実・活性化を図る。

会 議

・原則として８・１・３月を除く毎月第３木曜日の午後５時から午後６時３０分まで

行う。（年９回開催）

活 動（支援内容）

【協議・提言】

・校長が提示した教育目標や教育方針に基づいて、学社連携による教育課程編成への

参画や教育活動を開発・推進する。

【支援・協働】

・保護者や地域住民がそれぞれの教育力を発揮しながら学校と地域共同事業の研究推

進を行い、協働して子どもたちの成長を支援する。

ア 学校の教育課程に基づき、連携による教育活動を推進する。

イ 教育活動推進に必要な地域の人材について推薦する。

【評価・報告】

・学校教育目標や教育計画に基づいた教育活動（実践）の実施状況（内容や方法・成

果・課題等）を評価し、成果や課題を明らかにして学校改善に生かす。

ア 評価項目・観点・規準・方法等を検討する。

イ 学校評価の報告書を作成し、保護者及び地域住民に報告する。

ウ 次年度の経営計画を作成する際の資料として役立てる。 （中略）

委 員

（１）委員は次の者をもって構成する。（中略） ⑨ 公募による委員･･･････４名以内

（２）委員の選出

①公募による委員の募集は、委員長が学校・保護者・地域住民に公募の案内を行い

募集する。公募による委員は、応募した者の中から校長がこれを面接して推薦を

する。

来年度も「パートナー会議運営要綱」に基づき委員の公募を行います。ご参加いただけ

る方は学校までご連絡ください。応募申込書をお渡しいたします。


