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～子供たちの笑顔のために～

校 長 加藤 努

今年は春の訪れが早く、東京地方の桜も、統計開始以来最も早く開花しました。その

後、芽吹いた桜の若葉とチューリップ等の美しい花壇の花々が、希望を胸に登校してき

た秋津っ子たちの進級を祝福しているかのように出迎えていました。この明るく元気な

秋津っ子たちを見ると、この子たちと共に過ごせることの喜びを心から感じることがで

きました。

４月１日、さわやかな春の風の中、新しい教職員１２人が着任しました。さらに、９

日（金）には入学式が行われます。目を輝かせて登校してくる新一年生４１名を、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、新入生を迎えて全校児童２３３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３年度をスタートします。子供たち一人一人がもっ

ている良い面と頑張りを伸ばす働きかけ・言葉かけを大切にします。先日、ラジオで「子

どもを伸ばす魔法の言葉」という講演を聴きました。人間の心は認められるとよい方向

へ動くとの内容に大いに共鳴しました。

令和３年度、子供たちの「生きる力（幸せで明るい未来をつくる力）」の育成と輝く

笑顔のために、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「育てたい子ども像」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』

≪育てたい子供像≫

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）

この学校教育目標の実現に向けて、教職員一同、開校４１年目を迎えた本校の積み重

ねと保護者や地域の皆様とともに紡いできた歴史を大切にして、日々の教育活動に取り

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。



４月の行事予定

６日（火）着任式・始業式 1９日（月）学級懇談会（１～６年）

下校１１：３０下校 １～３年１３：１０下校

７日（水）短縮日課１２：１０下校 ４～６年１４：００下校

８日（木）入学式前日準備 特別支援学級説明会

２～４年１０：3０， 部活説明会 PTA役員決め

５，６年１２：１０下校 アレルギー対応保護者面談

９日（金）入学式（２～６年臨時休校） ２０日（火）交通安全教室

1２日（月）通常日課・給食開始（２～６年） 習教研（給食あり）14:10下校

１年給食なし11:00下校(1５日まで) ２１日（水）避難訓練 尿検査一次

保健調査票回収（２～６年） ２2日（木）地域安全確認 パートナー会議

1３日（火）委員会活動 23日（金）６年：セカンドスクール

１４日（水）サンタイム 2６日（月）１～３年：視力検査

保健調査票回収（１年） 新清掃分担顔合わせ

身体測定 2７日（火）５－１：クリーン運動

1６日（金）１年：給食開始 １～３年：視力検査

2８日（水）サンタイム

４～６年：内科検診

学校運営協議会

２９日（木）昭和の日

３０日（金）スクールカウンセラー勤務日

１年生を迎える会

校長 加 藤 努 教頭 田 中 紀代美 教務主任 吉 田 泰 則

１－１ ○ 中 島 裕里子 １－２ 島 貫 マリア

担 ２－１ ○ 杉 山 幹 枝

３－１ ○ 河 西 由 香 ３－２ 大 友 愛 理

任 ４－１ ○ 吉 田 泰 則 ４－２ 見 原 一 歩

５－１ ○ 鎌 形 周

６－１ ○ 成 瀨 賢 規 ６－２ 山 本 拓 未

ステップアップ-1 ○ 山 田 敏 子 ステップアップ-2 日 隈 龍 哉

音 楽 専 科 今 井 麻 美 養 護 教諭 小 林 千 紘

担 英 語 専 科 安 達 高 子 少 人 数 西 川 さえ子

任 少 人 数 赤目川 悦 子 初任者指導 吉 峯 澄 子

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

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

者の相談も受け付けています。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１６日（金），３０日（金）が勤務日です。

令和3年度 教職員紹介

年間行事予定は，学校のホーム

ページに掲載します。そちらで

ご確認ください。手紙での配布

はありません。



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山田，日隈，養護教

諭小林，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。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（水）１１時ごろ，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

をお渡しいたしますので，再登録をお願いいたします。

秋津小学校創立４０周年記念事業の締め

くくりとして，正門横の整備を行いました。

当初は１月中に終了予定でしたが，緊急事

態宣言発令により，３月に順延しました。

しかし順延日は雨天でまた順延し，３月２

０日，２７日に整備を行いました。PTA，
子供たち，地域の方とたくさんの方に参加

していただき，秋津小がより一層明るくな

りました。ありがとうございました。



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 ４月中 ※５・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 ５月中旬 ■第１回引き落とし日 ５月１７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 ６月下旬 □５年生のみ，６・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

き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１７日を予定しております。

○決算の終了後，会計報告書を作 ３月

成します。

※ご不明な点がありましたら，教頭 田中まで，ご連絡ください。
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～豊かな地域の自然に親しむ５月に～

校 長 加藤 努

朝、出勤して正門を入ると、青空を背景に悠々と泳ぐ鯉のぼりに毎日元気をもらってい

ます。金太郎の絵柄の描かれた真鯉、色とりどりの緋鯉、大小様々な鯉のぼりが風をはら

んで泳ぐ姿は壮観です。この鯉のぼりは２６年前からPTAや地域の方々の御協力により、

本校ロータリーに設置され子供たちを見守り続けてきました。秋津っ子たちの健やかな成

長を学校・家庭・地域で願う、思いの込められた大切な鯉のぼりです。

５月、風薫る、さわやかな季節になりました。５月４日はみどりの日、１０日から１６

日は愛鳥週間に指定され、自然を愛しその恵みに感謝する気持ちを思い起こす月でもあり

ます。本校は、丹精こめて育てられている木々の緑が美しく、耳をすませると何種類もの

鳥の鳴き声が聞こえてきます。ハト、すずめ、ムクドリ、つばめ、シジュウカラ等、たく

さんの野鳥を目で確認することができます。グラウンドの草むらで虫を探したり、ビオト

ープでメダカ等を観察する子供たちの姿も見られ、きれいなタンポポの花を私にプレゼン

トしてくれた子もいます。また、学区には、緑豊かな秋津公園や世界的な湿地である谷津

干潟も有しています。先日、谷津干潟自然観察センターを訪れたとき、ダイサギ（体長約

１ｍの白い渡り鳥、ペリカンの仲間）が葦の茂みの間を獲物を狙って（？）そっと移動す

る場面に出くわして、感動しました。本校の学区は、この５月の自然を身近に感じ、その

豊かさを体感するのに絶好の環境にあります。

社会全体のデジタル化が進行する現在だからこそ、五感を研ぎ澄ます本物の体験を大切

にしたいと思います。本校でも体験学習を大切な教育活動として位置づけています。４月

２３日には６年生が鹿野山セカンドスクールを実施し、２７日には５年生が旧園庭の水田

にて地域の方の御指導の下で田植え前の田おこしを実施しました。いずれも、春の自然の

息吹を全身で感じる貴重な学びをすることができました。子供たちには折に触れて身近で

豊かな自然に親しみ、その心地よさや大切さを感じてほしいと願っています。



５月行事予定

３日（月）憲法記念日 １７日（月）教育実習（～ 6/11）
４日（火）みどりの日 校納金引き落とし日

５日（水）こどもの日 １８日（火）4-1：クリーン運動
６日（木）あいさつ運動（～１２日） 習教研（下校 14:10）

運動会練習開始 ２０日（木）1,5年：耳鼻科検診 市 ICT支援員来校日
７日（金） 1,2,3,5年：聴力検査 パートナー会議

5年：代かき ２１日（金）運動会前日準備 SC来校日
１０日（月）登校安全指導 ２２日（土）秋津小と地域の大運動会 2021
１１日（火）全校朝会 5年：田植え ２４日（月）振替休業

4,5,6年歯科検診 ２５日（火）4-2：クリーン運動
１２日（水）サンタイム ２６日（水）サンタイム 1,2,3年：内科検診
１３日（木）尿検査（一次） ２７日（木）6年：全国学力学習状況調査
１４日（金）1,3,5年：眼科検診 4年：施設見学

市 ICT支援員来校日 ２８日（金）尿検査（二次）

３１日（月）クリーン作戦Ⅰ

学校運営協議会
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。年３回学校運営

協議会を開催し、よりよい学校運営のために協議をしています。議事録は、学校ホームページ

に掲載しています。

会長 小関 秀夫 副会長 芳地 理佐

秋津小学校ＰＴＡ会長 芳地 理佐 委員 秋津小学校ＰＴＡ副会長 大宮 陽子 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

敬愛大学教授 伊坂 淳一 委員 市教育委員会指導課長 本間美奈子 委員

市青少年センター所長 江住 敏也 委員 敬称略※学校より委員として、校長・教頭・教務・生徒指導主任が出席

運動会について
５月２２日（土）に「秋津小学校と地域の大運動会２０２１」を開催します。詳細は、

４月２６日（月）付けにて配布した手紙で御確認ください。

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。

２ 保護者応援席でのテントの設営はご遠慮ください。

３ 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御遠慮ください。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。

クリーン作戦Ⅰについて
５月３１日（月）はクリーン作戦を行います。後日手紙を配布しますので、御協

力をお願いします。

小中音楽会について
例年４，５年生と吹奏楽部で参加しておりました小中音楽会は中止になりました。



水筒について
これから気温が上がり、子供たちの熱中症が心配されます。水筒は通年持参しても

構いませんが、次の３点について子供たちに指導していきますので、御協力をお願い

します。また、水筒をランドセルに入れる場合、今後はタブレット端末も入れますの

で、しっかりとふたが閉まるものを持たせてください。

１ 水筒の中身は、水、お茶、薄めたスポーツドリンクとします。

２ 水筒の中身は友達にあげません。

３ 前日の残りを飲んではいけません。

校納金引き落としについて
５月１７日（月）は校納金引落日です。各学年だよりにて金額を御確認の上、前

日までの入金をお願いします。

令和３年度 全校児童２３３人で

スタートしました。

地震、火事を想定した避難

訓練を行いました。静かに素

早く素晴らしい態度で訓練が

できました。御家庭でも災害

時のことについてお子さんと

話し合ってみてください。

タブレット端末の配布、活用のために御協力いただき

ありがとうございました。高学年は自分の端末のログイ

ンをしたり低学年の児童用のタグをつけたり準備をして

くれました。児童の実態に応じて活用していきます。

４月９日（金）１年生４１名の入学式が行われま

した。大きな声で返事ができました。
登校後、６年生

にお手伝いをして

もらいました。

初めての給食 １年生を迎える会を zoomで行いました。
６年生と一緒に外でお弁当給食を食べました。



４月１２日（月）

旧秋津幼稚園跡に

放課後子供教室が開室されました。放課後や長期休業中

に子供たちが安全で安心して学んだり遊んだりできる居

場所として開室しました。オープニングセレモニーでは、

教育委員会の方や校長の話がありました。その後のミニ

ゲームをみんなで楽しみました。

４月２３日（金）市内

一番手で鹿野山セカンド

スクールに行ってきまし

た。天候にも恵まれ、習

志野では見られない豊か

な自然にふれながら、友

達と協力しながら一日の

活動を満喫しました。

安全ボランティア

さんに協力していた

だき、方面別下校をしました。交通安全につ

いても教えていただきました。

地域の方と PTA の有志の方６名
（＋２名）が来てくださり、５年

生と一緒に今年度初のクリーン運

動を行いました。

今年もこいのぼりが

秋津の空を泳いでいま

す。毎年ありがとうご

ざいます。子供たちも

喜んでいます。
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～子供の心に元気を 教育相談～
校 長 加藤 努

新年度がスタートして３か月になりました。１年生は小学生としての生活に慣れて、
２・３・４・５年生は１つ進級した学年で昨年以上に成長した姿を、そして６年生は最上
級生としての頼もしさを学校生活で見せてくれています。５月２２日に行われた「秋津小
学校と地域の大運動会」では、子供たちは競技に演技に全力で取り組み、保護者や地域の
皆様から大きな拍手をいただきました。御協力、御声援どうもありがとうございました。

大きな行事を成功させ、落ち着きを取り戻すこの６月に「心の健康」の重要性に鑑み、
教育相談を実施します。すでに御連絡さしあげていますが、「いじめ」・「学校生活」に関
するアンケートを一人一人からとって、それを元に教育相談（期間 ５月３１日～６月１
１日）を行うものです。具体的には、今、学校に行くとき自分はどんな気持ちになるか。
困っていることや悩んでいることがないか。いじめにあっていないか等を子供が回答する
ところから始めます。いじめの被害や悩みの有無に関わらず、私達はこの貴重な機会を使
って、子供の心を元気にする教育相談を充実させたいと考え、保護者の皆様との御協力の
もとで計画的に組織的に全ての子供たちと実施してまいります。
とはいえ、相談者が相談してくれないこともありま
す。その理由として次のようなことを聞きました。
①人に心配や迷惑をかけるから
②相談は病気の時にするものという誤解から
③どう話していいか分からないから
子供たちに安心して相談してもらうためにはどうす

ればよいのでしょうか。そのために私達と子供たちと
の信頼関係を築くことが最重要と考え、毎日の教育活
動を通じて、「受容」「共感」「その子の良いところを
見る」姿勢を持ち、指導や支援を行っています。子
供たちには「この先生なら話してもいいな」「この先
生に話を聞いてもらいたい」と心から感じてもらって
教育相談を行いたいと思っています。

教育相談期間は、１０月と２月にも予定されていますが、子供たちには「この先も話し
たくなったら、いつでも相談して」ということを各学級で伝えています。何かあったとき
には大人に相談すれば、良い結果が得られるかもしれないという気持ちになって、安心し
て毎日をすごしてもらいたいと願っています。

皆の合い言葉 「あきつ・あいさつ・ありがとう」



６月行事予定
１日（火） 全校朝会 委員会活動 １４日（月） 振替休業

ICT支援員 １５日（火） 千葉県民の日
２日（水） サンタイム 5年：校納金引き落とし日
４日（金） 5,6年：ネット適正利用啓発講座 １６日（水） サンタイム
７日（月） CO2ダニ検査 １７日（木） 習教研（下校 14:10 ）
８日（火） 6-1 ：クリーン運動 グリーン運動 パートナー会議
９日（水） サンタイム ２１日（月） 教育実習（～ 6/25 ）
１０日（木） 登校安全指導 ２２日（火） 1,2,3年：歯科検診 ICT支援員

ICT支援員 ２３日（水） サンタイム
１１日（金） 尿検査（二次） ２８日（月） プール開き（予定）
１２日（土） 土曜参観日 ２９日（火） 6-2 ：クリーン運動

（下校 12:05 ） ３０日（水） サンタイム 給食費引き落とし日

エアコンの使用について
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。上着で温度調節できるようにしてください。

校納金について
６月１５日（火）は５年生のみ引き落としとなります。前日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御覧ください。

給食費引き落としについて
６月３０日（水）は給食費の引き落とし日となります。前日までに口座への入金をお願い

します。再引き落とし日はありませんのでよろしくお願いします。

水泳学習について
６月２８日（月）より水泳学習を予定しておりますが、まん延防止措置が適用されている期

間は行いませんので御了承ください。

通学路の確認を
学校のホームページに通学路を掲載しております。お子さんと通学路

の防犯、交通安全について確認をしていただければと思います。

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：養護小林）まで連絡をください。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。心配事がありましたら御活用ください。また、セクハラやわいせつの相談
担当は、中島（裕）、河西、小林となっております。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。

「子ども１１０番の家」登録の協力について
秋津小学区では、６３件の店舗や個人宅が登録されています。子供たちの安全で安心な

環境のために、「子ども１１０番の家」拡充に御協力をお願いします。御協力していただける
方は教頭まで御連絡ください。



市より ICT 支援
員が派遣され、１，

２，３年生もタブ

レットデビューを

しました。１年生

もがんばってログ

インすることがで

きました。

広報誌「赤とんぼ」が

令和２年度 PTA 連絡協
議会広報誌コンクールに

て優秀賞を受賞しました。コロナ禍で活動が

制限される中、取材活動やすてきな紙面作成

をしていただきありがとうございました。

入学式ではきれ

いに咲いていた２

年生のチューリッ

プ。今度はミニト

マトを植えまし

た。たくさん実る

ことを楽しみにし

ています。

代かき、田植えと地域の方に教えてもら

いながら米作りのスタートができました。

泥の感触を楽しみながら活動しました。と

てもよい経験ができました。

クリーンセンター

と谷津干潟自然観察

センターに行きまし

た。とても熱心にメ

モをしたり質問した

り、とても立派な態

度で学習できました。

保護者の方が一生

懸命に学校をきれい

にしてくれる様子を

見て、子供たちも張

り切って清掃してい

ました。御協力あり

がとうございました。



天候が心配される中、運動会が無事に終了

しました。御協力ありがとうございました。

赤組応援団長

二之宮良真さん

白組応援団長

内山咲良さん

赤組、白

組共にすば

らしい応援

団でした。

指先までキレキレの

ダンスでした。

どの学年も最後まであきらめずに走りきる姿がか

っこよかったです。PTAさんもがんばりました。

迫力満点！高学年紅白リレー

感動をありがとう！！！

４点差でした。赤組、白組ともに全力

でがんばる姿はかっこよかったです。

５年生も力強く表現

できました。

どんつくさんの演奏と歌とのコラボ

レーションは、秋津小の伝統です。

さすが６年生！きりっ

とした表情が素敵でした。



学校だより 習志野市立秋津小学校

７月号
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７月１日

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

～タブレットで子供たちへ新しい学びを～
校 長 加藤 努

1年生の授業を見に行ったとき、タブレット端末（以下、タブレット）の中に取り込ん

である朝顔の写真にお絵描きソフトで虹やハートを書き込んだ子供たちがにっこりしなが

ら、私に「校長先生、見てください！」と話しかけてくれました。自分で育てている朝顔

の成長の記録をそれは大切にしている場面に出会うことができました。

タブレットは４月２６日に運用を開始しました。それ以降、子供たちは普段の授業場面

において、いきいきと、かつ有効にタブレットを使っております。下学年はお絵描きソフ

ト、中学年は算数の計算ソフトの使用、上学年はインターネット検索で調べ学習をしたり

実験の様子を動画撮影するなどなど、多彩な学習を体験しています。現在は主に個人で活

用していますが、グループで作品をつくったり意見交換したりという協働的な学びの道具

としても活用の幅を広げます。家庭学習（トンボスタディ）でもさらなる活用を考えてい

ます。こうして、音読や学び合い、本を使用しての調べ学習など、いわゆるアナログなら

ではの学習とタブレットの「二刀流」で子供たちの生きる力を育んでいきます。タブレッ

トは文房具の１つとしてどんどん活用してほしいと願う一方で、慎重な取り扱いが求めら

れるのですが、ＩＣＴ支援員によれば「子供たちは大事に扱ってくれている」ということ

です。これからも公共物を大切にできる、心豊かな子供たちであってほしいと願っていま

す。また、心配事の１つにインターネットのマイナスの部分

（いじめ、ネット依存等）に陥ってしまうのではないかとい

う点があります。それについて６月４日に県庁より講師を迎

え、上学年を対象にネット適正利用啓発講座を開講し情報モ

ラル能力を育てる機会を設けました。

御自宅での充電について、どうもありがとうございます。

現在、週に１度ですが、伸展によってその頻度が変更になる

こともあるかもしれません。御協力の程、引き続き宜しくお

願いいたします。

タブレット学習の楽しさを、子供たちに聞いてみました。

みんなの合言葉 あきつ あいさつ ありがとう。

「キーボードをパチパチ打って、色々なことができるのでわくわくします。」（１年生）
「資料を探すときに分かりやすく、また調べたものを整理しやすいです。」 （３年生）
「調べ学習の際など画像が豊富で、必要な情報がとても理解しやすいです。」（６年生）



１日（木） 緑の羽募金（～５日まで） ２１日（水）夏季休業（～８月３１日）
２日（金） ICT支援員 ２２日（木）海の日
６日（火） 全校朝会 ２３日（金）スポーツの日
７日（水） サンタイム ２６日（月）保護者面談日（～２９日）
８日（木） グリーン運動 ８ 月

パートナー会議 ２日（月）給食費引き落とし日
９日（金） スクールカウンセラー ８日（日）山の日

１０日（土） 夏の交通安全運動（～１９日） ９日（月）振替休日
１２日（月） 登校安全指導 １０日（火）学校閉庁日（～１３日）
１３日（火） 3-1:クリーン運動 ２０日（金）登校日（下校10:40）
１４日（水） サンタイム ３１日（火）給食費引き落とし日
１５日（木） ICT支援員 ９ 月
１６日（金） 学期末短縮日課（下校14:15） １日（水）始業式（下校11:40）
１９日（月） 給食終了 大掃除 ３日（金）引き渡し訓練
２０日（火） 終業式（下校11:40）

今後の配布物等について
これまで手紙で配布していたお知らせ等、ペーパーレス化を進めてまいります。夏

休みのしおりは、紙媒体ではなくタブレット端末に保存して持ち帰ります。

水泳学習について
７月１２日（月）から開始の予定です。今後、まん延防止等重点措置の適用期間

によってさらに変更や中止となる場合があることを御承知おきください。

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、今後は年間２回のお渡しとなります。

今年度は、１０月８日（金）と３月２４日（木）（６年生は卒業式の日の予定）の
年間２回となりますので、よろしくお願いします。

保護者面談について
７月２６日（月）～２９日（木）は保護者面談日となっております。

給食費引き落とし日について
８月２日（月）、８月３１日（火）は給食費引き落とし日となっております。

パラリンピック観戦について
８月２５日（水）に予定していた６年生のパラリンピック観戦は、子供たちの安

全と感染症予防の観点から中止となりました。

夏休みについて
道路歩行や自転車の乗り方、夏休み中の外出等御家庭でのルールや日常の生活

習慣を再度見直すよい機会にしたいと思います。
○夏季休業中の電話対応は、平日８：１０～１６：４０となります。
○学校閉庁日について・・・８月１０日（火）～１３日（金）は学校が無人になります。
閉庁期間中の事故や入院等の緊急時には、学校携帯（０９０－８７４５－３１４４）
まで御連絡ください。

○登校日について・・・・・８月２０日（金）８：０５登校、１０：４０下校

７ 月 行 事 予 定



令和３年度むし歯図画ポ

スターコンクールで

１年１組柿沼歩実さんが

入賞しました。

4-1 村松貴至さん 伊勢崎龍心さん

6-2 渡邉結月さん 関菜帆さん

安全で安心な街づくりのために、

秋津小の代表として活動します。

朝の読書活動時に

６年生が１年生に読

み聞かせ活動をしま

した。１年生に喜ん

でもらえるためには

どの本がいいのか本

選びから行いました。

１年生もどんな本な

のか読み聞かせを楽

しみにしていました。

5 , 6年生

がインター

ネットの使

い方につい

て学びまし

た。

毎週水曜日の業

間休みに「サンタ

イム」を実施して

います。全校で、

体力向上のために

「ラジオ体操」や

体つくりの運動、

表現運動などに取

り組んでいます。

プール掃除のとき

にみつけたヤゴがト

ンボになりました。

トンボを見つけた子

供たちはとてもうれ

しそうでした。



授業参観にお越しいただきありがとうございました。保護者の皆

様に学習している様子を見ていただき、子供たちも張り切って学習

している姿がたくさん見られました。また、感染症予防対策にもご

協力いただきありがとうございました。

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保護者、地域の方と参加し

てくださる方が増えてきています。６月は正門

横の樹木とロータリーの花壇の整備を行いまし

た。参加は自由ですのでお待ちしております。

秋津まちづくり会

議様からたくさん

のお花をいただき

ました。ロータリ

ーが華やかになり

ました。

警察、市、教育委員会、

保護者、学校で通学路の点

検をしました。通学路を通

っての通学と、危険な所に

ついて御家庭でも確認をお

願いします。

ありがとう

ございました

保護者、地域、教職員と協力してプー

ル清掃を行いました。たくさんの方に、

参加していただききれいになりました。



学校だより 習志野市立秋津小学校

９月号

令和３年

９月６日
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～２学期も交通安全の毎日を～
校 長 加藤 努

正門の前の横断歩道で登下校の見守りをしているとき、いつも感心していることがあり

ます。それは、黄色い帽子をしっかりかぶり、青信号がチカチカ点滅を始めたら、足をき

ちんと止めていることです。無理をして渡って行く子供は見られません。手をしっかりあ

げて、ドライバーさんに自分の存在を示せる子もいます。きっと、通学路の他の場所でも

同じように交通ルールを守ってくれているのだろうと思うと安心し、子供たちの行動を誇

らしく思います。

６月２８日に八街市でおきた小学生の下校途中の交通事故は、いまだ記憶に新しいとこ

ろです。本校でも事故の翌朝には、全校児童に交通安全に関する以下の指導を行いました。

①黄色い帽子をしっかりかぶる。②横断歩道を手をあげて渡る。③自分の目で安全を確か

める。上記の子供たちの行動は、普段からの御家庭や地域の方々の教えと、これらの交通

安全指導の成果でもあると考えています。

八街市の事故も踏まえて、はなみずき橋下の横断歩道・３号公園横の直線道路・２丁目

集会所前の横断歩道を習志野市と本校、PTAの方

とで７月に２回ほど点検を行いました。いずれも

要注意の場所ばかりです。私も夏休み中にこれら

を含めて、目線を子供に合わせて、車や自転車の

流れ、通学路の状況をつぶさに見ました。「なるほ

ど、気をつけないといけないな。」と改めて感じた

ところがありました。２学期も交通安全に気をつ

けて、毎日を生活してほしいと願っています。

９月１２日まで新型コロナウイルス感染拡大防

止に係る緊急事態宣言下の２学期スタートとなり

ました。健康観察・３密回避・室内換気・手洗い

等の感染症対策を着実に行ってまいります。今学期も、保護者や地域の皆様の更なる御理

解・御協力をよろしくお願い申し上げます。

みんなの合言葉 あきつ あいさつ ありがとう



1日（水）～ ３日（金）臨時休業 １５日（水）校納金引落日 新清掃分担
６日（月） 始業式（給食なし下校1１:４0） 自閉症情緒学級説明会（未就学対象）

７日（火） １６日（木）スポーツテスト
～ 短縮日課（給食なし下校12:１0） グリーン活動 パートナー会議

１０日（金） １７日（金）スクールカウンセラー
１３日（月）給食開始 通常日課 ２０日（月）敬老の日

1年:心電図検査 ２１日（火）短縮日課（～28日）
自閉症情緒学級説明会（未就学対象） ICT支援員

1４日（火）4年:鹿野山セカンドスクール ２３日（木）秋分の日
習教研（下校14:０0） ２８日（火）2-1:クリーン運動

３０日（木）避難訓練・引き渡し訓練(1年)
給食費引落日

中止となる行事等
・夏休み作品展 ・９月７日（火）3-2クリーン運動 ・９月あいさつ運動
・９月委員会活動 ・サンタイム

避難訓練・引き渡し訓練について
９月３日（金）に予定されておりました避難訓練・１年生引き渡し訓練は、９月

３０日（木）に行います。

６年生修学旅行について
９月２９日（水）、３０日（木）に予定されていました６年生修学旅行は、緊急事

態宣言発令中につき、１２月に延期となります。

公開研究会について
１１月１９日（金）の公開研究会は、オンデマンド開催となりました。他校からの
参観者は来校しません。児童は通常通りに登校し、給食後に下校となる予定です。

秋津まつりについて
７月に連絡した通り、秋津まつり中止に伴い、１０月３日（日）は登校日ではあり

ません。それに伴い１０月１１日（月）の振替休業は、通常の授業日となりました。

新型コロナウイルス感染症について
引き続き登校前に検温、健康観察をお願いします。発熱等の風邪症状がみられる

場合は、自宅で療養したりかかりつけ医等の医療機関を受診したりしてください。

校納金の引落日について
９月１５日（水）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。

給食費引落日について
９月３０日（木）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。

９ 月 行 事 予 定



困ったときの相談窓口について

駅の駐輪場で防犯活動を行いました。ま

た、終業式後に全校児童に紹介しました。

東京2020オリンピック・パラリンピック

開催にあたり、4～6年生に応援うちわが届

きました。オリンピック・パラリンピックで

は、様々な競技があること、たくさんの国が

参加していること、大会を支える人たちがた

くさんいることなど、応援以外にもたくさん

学ぶことができました。あと５日となりまし

た。選手たちの活躍が楽しみですね。

ベルマークが集まり、逆上

がり補助器と交換しました。

保護者の皆様の日頃の積み重

ねが子供たちの学習に還元さ

れました。大切に使わせてい

ただきます。ありがとうござ

いました。

夏季休業中に、教室のカ

ーテンの洗濯をしていただ

きました。教室が明るくな

りました。担当していただ

いた方、大きなカーテンの

洗濯をしていただき、あり

がとうございました。

○２４時間子供SOSダイヤル ０１２０－０－７８３１０

○千葉県子どもと親のサポートセンター（２４時間）０１２０－４１５－４４６

○子ども人権１１０番（千葉法務局内 月～金8:30～ 17:15）

０１２０－００７－１１０

○ヤング・テレフォン（千葉県警察少年センター 月～金9:00～ 17:00）

０１２０－７８３－４９７

○千葉いのちの電話（２４時間） ０４３－２２７－３９００

○チャイルドライン千葉（月～土 16:00～ 21:00）

０１２０－９９－７７７７



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。また、夏休み中に水の管

理等ありがとうございました。

今年もラジオ体操にたくさんの

子供、保護者、地域の方が参加して

いました。登下校を見守るボランテ

ィアさんも来てくださり、安全面に

も配慮していただきありがとうござ

いました。

習志野警察署松平様と

京葉地区少年センター清田様を講

師にお招きし、「大人のためのネット安全教室」をオンラインで

開催しました。これからの時代、大人もしっかりと知識を身に付

け、子供たちを守り育てていかなければならないと感じました。

８月２０日（金）は、オンライン、学童、放課後子供

教室、電話連絡等で、学級担任が子供たちや保護者と近

況の確認を行いました。元気な秋津っ子たちの笑顔や元

気な声、様子を確認することができ、担任も秋津っ子に

負けないぐらい、笑顔いっぱいになりました。秋津っ子

から元気をたくさんもらえた一日となりました。急でし

たが、御対応、御協力ありがとうございました。

若い教職員が講師となり、得意なこと

などを生かした校内研修をしました。ま

た、オンラインで研修会に多くの教職員

が参加をしました。職員作業では、校庭

の草刈りをしたり、教室や特別教室の整

備を行いました。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１０月号

令和３年

１０月１日

http ://www.nkc.c ity .narashino .ch iba . jp/aki tsu/

～「文化の秋」よい本に親しむ～

校 長 加藤 努

「３８８２」この数字は秋津小の子供たちに関する、とても誇らしい数字です。これは

1学期に全校児童235名が図書室で借りた本の合計冊数です。1人当たり１６～１７冊を

借りた計算になります。

私も図書室やごろごろ図書室（低学年対象の本を置いてあります。1994年度に地域の

方々の御尽力で開いた図書室です。）に顔を出しますと、好きな本を手にとったり、調べ

学習に図鑑等を活用している子供たちの姿をよく目にします。給食配膳中の教室でも待ち

時間に多くの子供たちが本に親しんでいます。学校司書の池田先生は「秋津小の子供たち

は本好きです。休み時間もよく図書室に来て、密にならないように気をつけながら読んで

います。」とほめていました。よく読まれている本をお聞きしたところ「低学年は『ほね

ほねザウルスシリーズ』がダントツ1位で、動植物のポケット図鑑も手に取って見やすい

ので人気です。中高学年は『ドラえもん科学ワールドシリーズ』等、理科や算数などをマ

ンガを入れて解説した本が人気です。『なやみと～る』『こども六法』等、子供の生活や

人権にかかわる本もよく読まれています。色々な本を借りて読んでいるのがいいなと思い

ます。」と話してくださいました。子供たちを知る意味でもとても興味深いです。

手にとった本は読む子供の知識を増やし、心を豊かにし、もしかすると生きる上でのヒ

ントを与えてくれるかもしれません。ある識者は「本は新しい世界を開いてくれる」とい

う表現をしていました。秋は「灯火親しむべし」とも言われ、

読書に適した季節と言われます。学校の図書室以外にも本に接

する機会はたくさんあります。秋津小の子供たちが、心に残る

よい本にこれからも親しんでくれるといいなと願っています。

みんなの合言葉
あきつ あいさつ ありがとう



１０月行事予定

４日（月）教育相談（～ 15日） １８日（月）4,5年：あすチャレ！スクール
５日（火）全校朝会、委員会活動 １９日（火）1年：クリーン運動

ICT支援員 ２０日（水）サンタイム

６日（水）サンタイム ２６日（火）6年：クリーン運動
８日（金）前期通知表配布日、SC来校日 クラブ活動

９日（土）吹奏楽部コンクール ２７日（水）サンタイム

１１日（月）わくわくどきどき秋津まつり 就学時検診（下校 13:15）
１２日（火）登校安全指導 ２８日（木）授業参観

習教研（下校 14:10） ２９日（金）ICT支援員
１３日（水）サンタイム 11/1（月） 給食費

１４日（木）グリーン運動、パートナー会議 引き落とし日

１５日（金）校納金引き落とし日

ICT支援員

タブレットの取り扱いについて
２学期になり、オンライン授業と通常授業とを行いました。今後も、御家族が体調不

良のため、お子さんは元気でも大事を取って欠席するといった場合等に、オンラインで

授業に参加することができます。今後はこうした状況に対応するために、基本的に全校

で毎日タブレットを持ち帰ります。どうぞよろしくお願いします。

前期通知表配布について
１０月８日（金）に、前期の通知表をお配りします。内容を確認していただき、所定

の箇所に押印し、学校に提出ください。

授業参観について
１０月２８日（木）は授業参観日となっています。学級懇談会は行わず、午前中に

前半後半の入れ替え制にて授業参観を行います。兄弟、姉妹がいる場合でも、各家庭

１名となっていますので御注意ください。

ちば夢チャレンジ☆パスポートについて

ジェフユナイテッド市原・千葉 千葉ジェッツふなばし

市原・千葉レディース公式戦 公式戦観戦の実施について

観戦の実施について

興味のある方は、QRコードより御確認ください。

校納金引き落としについて
１０月１５日（金）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１日（月）は給食費の引落日です。前日までに入金をお願いします。



生き物委員会は、毎日植物やウサギの

お世話をして大切に育てています。先日

は獣医さんが来校し、生き物委員会の子

供たちの質問に答えてくださったり、ウ

サギのお世話の仕方についてていねいに

お話をしてくださいました。子供たちも

真剣に獣医さんのお話を聞いている姿が

印象的でした。

今年度より一人一台のタブレットが

貸与されました。調べ学習や発表だけ

でなく、学習の内容に応じて様々な使

い方をしています。また、１年生でも

自在にタブレットの画面を操作するこ

とができています。子供は、大人が考

えている以上に早く技能を習得し、活

用してます。

９月６日（月）２学期の始業式をオン

ラインにて開催しました。各教室でいい

緊張感をもって始業式に参加する姿が見

られました。転入生３人の紹介も行いま

した。全校児童２３５人で２学期をスタ

ートしました。

校内のあちこちで、たくさんのアーテ

ィストたちが作品の制作に励んでいます。



校庭に果樹園がある

のをご存知ですか。果

樹園には、いくつもの

実のなる植物がありま

す。環境ボランティア

さんをはじめ、地域の

方が手入れをしてくれ

ています。今は、柿と

栗が実をつけていま

す。

秋津コミュニティーのみなさんのお力を借りて、５年生が稲刈りと脱穀を行い

ました。天候にあまり恵まれなかった年でしたが、秋津のお米は大豊作でした。

子供たちは何株も稲刈りをすることができ、貴重な体験ができました。また、脱

穀では秋津コミュニティーの方の手作りの千歯こきを使って行いました。あっと

いう間にきれいに脱穀することができ、子供たちも驚いていました。田植えから

収穫まで米作りの貴重な体験ができました。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１１月号

令和３年

１１月１日

http ://www.nkc.c ity .narashino .ch iba . jp/aki tsu/

～マラソンをがんばろう～

校 長 加藤 努

緊急事態宣言が終了し、秋津っ子マラソンが再開（下記の制限有り）されると、さっそ

く朝や業間休みのグラウンドを自主的に走る子供たちの姿が戻ってきました。人との距離

を取りながら、秋風の中を、いきいきと、また黙々と走っています。「自分から運動に励

む姿は実にいいな。」と感心し、いつもエールを送っています。

耐寒の季節を迎え、マラソン大会を１１月３０日（火）に実施します。今年度は体育館

工事による一部コース変更と昨年度との変更部分はありますが、目的「持久力向上」「粘

り強い心」「体力向上」「友達の応援」は同じです。体育の授業や自主的な取組の成果を

発揮する機会である、マラソン大会に前向きに取り組んでくれることを期待しています。

そうは言っても、コロナのために全体的な運動不足は否めません。決して無理をせず、

健康を害することなく、お子様をマラソン大会に参加させていただきますようにお願いし

ます。私達も“体育指導の確認”を全ての職員で行いました。「クラス、学年等で徐々に

体を慣らしていく。」「秋津っ子マラソンも体力面を鑑み、友達と周数を競わせない。（た

だし、５００周等の到達の表彰は行います。）」等です。御家庭でも平素より御協力いた

だいている、健康観察・バランスの良い食事・十分な睡眠・着替えの準備・励ましのお声

がけ等を引き続き御協力いただけると幸いです。

先日、新聞で脳研究者の言葉として「運動をすることで

悩みや心配事をいやすことができることが分かってきた。」

という記事（令和３年９月２４日『朝日新聞』東京大学大

学院 池谷 裕二教授 一部意訳）を読みました。運動や

マラソンをすることで体の健康とともに心の健康も保つこ

ともできるというものです。マラソンは心身ともにきつい

運動ですが、子供たち一人一人がマラソン大会の取組を通

じて「自分なりにがんばったな。」「走り終えて、さわやか

だな。」という感慨を持ってくれることを願っています。

みんなの合言葉 あきつ あいさつ ありがとう



１１月の行事予定

１日（月） マラソン週間①（～ 12日） １５日（月）クリーン作戦Ⅱ

教育実習生２名（～ 12/1） ５年：校納金引き落とし日

２日（火） 全校朝会、委員会活動 １６日（火）クラブ活動

３日（水） 文化の日 １８日（木）公開研究会前日準備

８日（月） 陸上記録会壮行会 （下校 1～ 4年 13:00 5,6年 14:00）
９日（火） ６年：陸上記録会（香澄小） １９日（金）公開研究会（下校 13:05）

（予備日１０日） ２２日（月）マラソン週間②（～ 30日）
１０日（水）登校安全指導、安全点検日 ２３日（火）勤労感謝の日

５年：スコリオ検診 ２４日（水）マラソン試走,
１１日（木）グリーン運動 ２５日（木）学校運営協議会

パートナー会議 ２６日（金）ICT支援員
１２日（金）ICT支援員 ３０日（火）マラソン大会（予備日 12/1）

SC来校日 ５年：もちつき大会

給食費引き落とし日

習志野市総合教育展について
１１月１０日（水）～１９日（金）はタブレットに学年代表児童の作品を掲出しま

す。学校代表（３点）は、市ＨＰおよび習志野市総合教育センターにて１１月２２日

（月）～２６日（金）に作品を展示されます。（9:00～16:30 ２３日（火）閉館、

２６日（金）は12:00まで）

マラソン週間が始まります
11月１日（月）より、子供たちたちの持久力の向上をめざして「マラソン練習」

を実施します。マラソン大会は11月３０日（火）（予備日12/1）に実施します。「健

康観察カ－ド」を配布いたしますので、毎朝の健康状況をよく見ていただき、御提出

をお願いいたします。

６年生陸上記録会について
11月９日（火）（予備日１０日）に香澄小学校の６年生と合同で陸上記録会があり

ます。陸上練習に取り組んできた成果を発揮する場となります。香澄小学校が会場と

なりますが、６年生の保護者１名のみの参観となりますので、御了承ください。

体育館屋根改修工事について
体育館屋根の改修工事が始まります。詳細がわかりましたら改めて連絡します。

体育館周りに足場を組み、プールと体育館の間の通行ができなくなります。

校納金引落日について（５年生のみ）
11月1５日（月）は５年生のみ校納金引落日となっております。前日までにゆう

ちょ銀行への入金の確認をお願いします。

給食費振替日について
11月30日（火）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。

困ったときの相談窓口
児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口（詳細は１０月２５日付け配布）

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/sekuhara/madoguchi.html
教育実習生について
本校卒業生の甲斐聖哉さん、齋藤ひなたさんが１１月１日（月）～１２月１日（水）

まで教育実習を行います。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/sekuhara/madoguchi.html


生き物の様子や渡り鳥の種

類は、季節が違うと何が変わ

るのか、学校の立地を生かし

て継続して観察しています。

短い練習期間でしたが、心一つに

練習をし、本番では素晴らしいハー

モニーを奏でることができました。

春から育てていた

サツマイモの収穫を

しました。大きなサ

ツマイモを収穫で

き、どの子も喜びい

っぱいの素敵な笑顔

になりました。サツ

マイモのツルでリー

スもできました。

安全で安心なまちづくり街頭啓発キャンペー

ンにキラットジュニア防犯隊が参加しました。

安全なまちづくりのために活動しました。

1,2 年生が花育体験授業を行
いました。花と葉を１本ずつ

使って、花をいけました。個

性あふれる作品ができました。

オンラインでの視聴で

したが、秋津っ子の頑張り

を真剣な表情で見ていまし

た。児童会を中心に進行し

ました。感想も立派に発表

できました。



オリ・パラ教育の一環とし

て車イスバスケ元パラリンピ

ック選手神保康広さんをお招

きして体験活動をしました。

実際に競技用車イスに乗って

貴重な体験ができました。

読み聞かせで

お世話になって

いる「たけのこ

お話会」の皆さ

んにはいつも素

敵な本の紹介コ

ーナーを作って

もらってます。。

テニスクラブにボランテ

ィアさんが参加してくださ

いました。本物のテニスコ

ートでの活動に、子供たち

も生き生きしていました。

ばか面愛好会のみなさんに御指導を受け

ました。自分で作ったお面をかぶり、やる

気満々で踊りがどんどん上達しました。

入れ替え制に

御協力いただき

ありがとうござ

いました。少し

緊張しながらも、

一生懸命に学習

する子供たちの

姿がたくさん見

られました。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１２月号

令和３年

１２月１日

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

～人権を大切にする学校に～

校 長 加藤 努

１０月１８日（月）に、本校体育館にて“あすチャレスクール”（日本財団パラリン

ピックサポートセンター所管）が開催されました。これは、パラリンピックの車いすバ

スケットボール日本代表の元アスリートの方を講師にお迎えし、４・５年生が参加した

授業で、車いすバスケの体験を中心に「挑戦することや夢を持つことの大切さ」等を学

ぶ貴重な機会となりました。同時に私は、今回の学習は人権（全ての人がもつ、人間ら

しく生きる権利）の尊重を学ぶこともできたと思っています。感想にも「みんなちがく

てもおなじでも、いい人生を歩んでいきたいです。」という一文がありました。人権や

多様性を尊重する重要さに子供たちにも気付けてもらえたことをうれしく思いました。

今月１２月４日（土）～１０日（金）は人権週間、１０日は人権デーとなっており、

様々な催しが世界的に行われる予定です。本校でも人権教育は、教育計画の中に位置づ

けられています。「人間尊重の精神に基づき、誰に対しても偏見を持たず、公正公平に

振る舞い、差別しない人間関係が作れる児童を育成すること」をねらいとして、全ての

教育活動を通じて人権教育を行っています。例えば、子供たちをかけがえのない存在と

して授業や行事でその成長を助け導くこと。いじめを未然に防止・早期発見・解消でき

るように全校で努力しています。人権感覚を磨き、指導技術を養うために、児童虐待防

止研修も全職員で実施しました。児童会でも、あいさつ運動や募金活動を行う等、具体

的な活動をしています。その中に児童会が校内に掲示している「秋津小の５つの合言葉」

があります。一つ御紹介すると“「さみしいな」 独りぼっちは かわいそう”という

言葉があります。同じ学校に通う、大切な仲間の心を思いやるものです。同時に皆で笑

顔で過ごそうという願いが込められています。これからも自分や他の人の人権を尊重で

きる、子供たちであってほしいと心から願っています。

保護者及び地域の皆様、今年もあと１ヶ月となりました。

子供たちが毎日を笑顔で過ごせますように、人権を大切に

した教育活動を職員一同で力を合わせて行っていきます。

これからも、お力添えをよろしくお願いいたします。

みんなの合言葉 あきつ あいさつ ありがとう



１２月の行事予定

１日（水） サンタイム、委員会活動 ２０日（月）学期末日課（２２日まで）

マラソン大会予備日 下校：全学年１４：２０

２日（木） １年：心電図検査 ２２日（水）給食終了

３日（金） スクールカウンセラー来校日 大掃除

７日（火） 全校朝会、クラブ活動 ２３日（木）終業式（下校１１：４０）

８日（水） サンタイム、１年：歯科講話 ２４日（金）冬季休業（1/6まで）

９日（木） ６年：修学旅行（～１０日） ２８日（火）仕事納め、給食費引落日

ICT支援員 １/４（火） 仕事始め

１０日（金） 登校安全指導、安全点検 １/７（金） 始業式（下校１１：４０）

１３日（月）保護者面談（下校：14:10）
１３日～１７日

１４日（火） ６年：オリパラミニ集会（七中）

１５日（水） ５年：校納金引落日

１６日（木） グリーン運動、パートナー会議

１７日（金） スクールカウンセラー来校日

個人面談について
１２月１３日（月）～１７日（金）に個人面談があります。（６年生は１４日は面

談なし）個人面談日課となります。１２月３日（金）に面談の予定を紙媒体で配布し

ます。

冬季休業について
１２月２４日（金）～１月６日（木）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、御家庭で確認して

ください。

※１２月２９日（水）～１月３日（月）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）まで御連

絡ください。

秋津５丁目方面の通学路について
１２月１日（水）より、交通量の多い「はなみずき橋」交差点の安全対策として、

毎朝「はなみずき橋」に学校安全ボランティアの方が子供たちの見守りに立ってい

ただけることになりました。つきましては、「はなみずき橋」の信号を渡っている

お子さんは、朝の登校時のみ「はなみずき橋」の上を通っての登校となります。

５年生：校納金引き落とし日について
１２月１５日（水）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（火）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（火）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。



市総合教育展に学校代表として３人の作品を出展しました。

自由研究 家庭科

６年２組 小西陽真さん ６年１組 森南夏未さん

「房総半島の古墳」 「ナップサック」 造形

６年２組

櫻田みなみさん

「 アイ ビー」

香澄小６年生と合同で陸上記録会を行

いました。朝練には、七中陸上部の有志

の生徒さんが「自分たちも６年生の時に

七中陸上部からたくさん教えてもらった

から。」と、一緒に参加してくれました。

子供たちにアドバイスをしてくれたり、

一緒に走ったりしてくれました。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。

例年の公開研究会は、市内外問わず、

県外からも秋津小の授業を参観しに多

くの学校関係者が来校します。今年度

は、このような来校者はなしとし、研

究授業を行いました。そして、この授

業の様子を撮影し、後日事前申込され

た学校関係者にパスワードをお知らせ

して公開する予定です。



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。今年度は、練習

回数が少なかったのですが、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 橘田直明さん 関根和笑さん

２年 １位 森川結陽さん 谷岡杏樹さん

３年 １位 海老原俊さん 藤島悠月さん

４年 １位 杉本悠莉さん 小濵杏李さん

５年 １位 保立拓海さん 袖山未彩さん

６年 １位 中䑓 空さん 阿部有咲さん

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

域の方に感謝申し上げます。地域の方に指南され

ながら、収穫したお米を蒸して餅つきをしました。

また、盛り付けも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。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。

普段行き届かない高いところな

どあっという間にきれいにしてい

ただきました。ありがとうござい

ました。

大会当日だけでなく、体力

強化週間の業間マラソンから

子供たちの安全を守ってくだ

さいました。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１月号

令和４年

１月 ７日

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

～秋津っ子がよい1年となりますように～
校 長 加藤 努

新年あけましておめでとうございます。新しい年、令和４年が始まりました。今年は

「寅（とら）年」です。令和4年の寅年は、自然や環境を見つめ直す年になるかもしれ

ないといわれています。たしかに、近年災害が多く発生することから自然を敬い畏れる

気持ちを持ったり、脱炭素化などの新しい環境への適応力が、今年の私達は試されるの

かもしれません。

さて、 12月14日、オリンピックパラリンピック教育の集会が七中で実施されました。

講師の千葉ロッテマリーンズアカデミーのコーチの方から「夢を持ちましょう。今なけ

れば目標を。」というお話を伺いました。参加した6年生たちはその言葉を今の自分と照

らし合わせながら、まじめに受け止めてくれていました。年が改まり、全校の子供たち

も新たな気持ちでスタートしたことと思います。子供たち全員が、夢や目標を胸に、健

康でよい一年となりますことを心から願っています。

今月の巻頭言の挿絵としてダルマを用いてみました。ダルマは縁起のいいものとして

「願い事の成就」等に効力を発揮してくれるといいます。先日の新聞にダルマがたくさ

ん奉納されている関西の寺が紹介されていました。その記事の中で御住職が「目標に向

けて取り組んだ努力やプロセスを大切にしてほしい。」と述べ

ていました。学校では進学や進級に向かって大切な3学期が

始まりました。寒さの続く中ですが、毎日の授業や学校生活

に加えて、1月は学力調査、2月は鹿野山セカンドスクールや

6年生を送る会、そして3月は卒業式等、大切な行事が続きま

す。1学期や2学期につちかってきた個人や集団の力、成長し

た心をさらに高めて、次のステージへと飛躍できますように、

私達は教育活動に精一杯努めてまいります。保護者や地域の

皆様には引き続きの御理解と御協力をよろしくお願いいたし

ます。（参照 令和3年12月18日『朝日新聞』）

みんなの合言葉
あきつ あいさつ ありがとう



１月の行事予定

７日（金）始業式（下校 11:30） ２５日（火）習教研（下校 14:00）
１０日（月）成人の日 ２６日（水）6年:香澄小と交流試合
１１日（火）給食開始 5-1:C運動 サンタイム

委員会活動 登校安全指導 ２７日（木）学力テスト

安全点検日 ２８日（金）長縄大会

１３日（木）避難訓練 香澄小交流試合予備日

１４日（金）身体測定 ３１日（月）給食費引落日

１７日（月）校納金引落日

１８日（火）クラブ活動

１９日（水）サンタイム ICT支援員
1年:秋津保育所交流

２１日（金）1,6年:校外学習 SC来校日

校内席書大会、書き初め展について
今年度の校内席書大会は各教室でミニ席書会を行います。

なお、習志野市席書会は行われません。

校内書初め展は１月１８日（火）～２１日（金）の各日15:00

～16:30となります。参観は事前に希望された方のみとなってお

ります。詳細は、１月７日付けの手紙を御覧ください。

避難訓練について
１月１３日（木）に大地震後の津波を想定した避難訓練を行います。御家庭でも

防災についてお話をしていただければと思います。

校納金について
１月１７日（月）は校納金引落日となっております。金額は、各学年だよりを御

参照ください。今年度最終となります。御協力ありがとうございました。

給食費振替日について
１月３１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。御協力お願いします。

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。



PTA バレー部さんと教職員とでバレ
ーボールの親善試合をしました。学校

チームは若手の精鋭チームでしたが、

PTA さんにはかないませんでした。両
チーム笑顔あふれるいい時間でした。

１年生がどんぐりやいちょう

の葉、牛乳パック、毛糸など身

近な材料を使って、工作やゲー

ムなどの準備をし、友達に紹介

し合いました。友達や先生方に

丁寧に教えてあげたり、友達の

アドバイスを聞いて一生懸命作

る姿を見て、子供たちの成長を

感じました。

６年生が、寒さに負けず、元気いっぱ

いで日光修学旅行に行きました。戦場ヶ

原は雪が積もっていたので、足尾銅山に

変更になりましたが、雪を目の前に大喜

びでした。東照宮、華厳の滝、日光彫と

自然、歴史、文化にふれるなど、体験活

動を通して、学校では学べない多くこと

を学ぶことができました。

１年生が校医の藪下先生より、歯

磨きの大切さについてお話をいただ

きました。藪下先生の問いかけにた

くさんの子が手を挙げるなど真剣な

まなざしで学んでいました。



今年も１２月の秋津小のロータリーは素敵なイルミネ

ーションが輝いていました。ロータリーがライトアップ

されると、師走を感じる方は多いのではないでしょうか。

１７日（金）に校長先生、美化委員

会の子供たちと、全学級にクラスボー

ルを配りました。このボールは、皆さ

んから出されたベルマークを集めて交

換したボールです。PTA役員さんが回

収箱を作ったり、申請したりしてくれ

ました。美化委員会の子供たちで集ま

ったベルマークの仕分けを行いまし

た。保護者、PTA役員さん、全校児童、

美化委員会の５，６年生と、秋津小の

総力で手に入ったボールです。各学級

に届いたボールを見て、子供たちはと

てもうれしそうでした。大切に使って

いきます。

学校支援ボランティア（安全）さんが習志野警察署、習

志野市防犯協会より感謝状をいただきました。いつも子供

たちの安全を守っていただきありがとうございます。

２年生が来春に向け

て、球根とお花を植え

ました。学校支援ボラ

ンティアさんにお手伝

いをしていただき、上

手に植えられました。

春が待ち遠しいです。



学校だより 習志野市立秋津小学校

２月号

令和４年

２月 １日
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～心の鬼は外、心のうちに福を～

校 長 加藤 努

2月3日は季節の節目である節分です。節分の風習は、約７００年前の室町時代に、大

陸との交流を通じて日本に伝わり広がったと言われています。近年、節分の日の過ごし

方には以前と比べて変化がありますが、新しい季節に幸せを願う心は変わらずに私達に

受け継がれて来ていると思います。

さて、節分におなじみの鬼は、最近ではアニメのキャラクターで子供たちに知られて

いるばかりでなく、学校教育の中でも色々な場面に登場します。よく知られている、国

語や道徳の教材の『ないた赤鬼』（浜田広介作）では、物語を通して読書の世界を広げ

たり、友情や信頼を学ぶ重要な役割を果たしてくれます。また、図書室にはこの時期な

らではの鬼の童話等がたくさん紹介されています。１日に実施した朝会では、その鬼を

人々に禍い（わざわい）をもたらす存在として、私の講話で扱いました。「もし鬼が自

分の心の中にいるならば、この節分の日に追い出してすがすがしい気持ちに。」という

話をしました。合わせて、自分の心に福の神を招き入れて、前向きな気持ちになれます

ようにということも話しました。子供たちに自分の心を見つめる機会にしてほしいと願

ったからです。このことに関連して、6年生に心に招きたい福の神を聞いてみました。6

年生たちからは「健康の神」「幸せの神」「金運アップの神」などが聞かれました。家族

に合格をもたらしてくれる神様というのもありました。ぜひ招きたい福の神々ですね。

感染症対策に心をくだきながらの教育活動が続い

ています。子供たちの指導とともに密の回避、換気、

消毒等、日々全職員で注意をしています。各御家庭

におかれましても、体調管理や健康観察等の御協力

をありがとうございます。コロナという禍いも学校

の中から追い払って、「健康」「笑顔」「協同」とい

った福を学校に今後も招き入れたいと思います。

みんなの合言葉 あきつ あいさつ ありがとう



２月の行事予定

１日（火）全校朝会 ICT支援員 １５日（火）5年:校納金引き落とし日
３日（木）５年：いのちの講座 クラブ活動（最終）

４日（金）スクールカウンセラー勤務日 １６日（水）サンタイム

省エネウィーク（～ 10日） １７日（木）授業参観 ICT支援員
７日（月）教育相談週間（18日まで） グリーン運動、パートナー会議

８日（火）4年:クリーン運動 ２２日（火）3年:クリーン運動
委員会活動 ２３日（水）天皇誕生日

１０日（木）4,5年鹿野山セカンドスクール ２４日（木）学校運営協議会

登校安全指導 安全点検日 ２５日（金）お別れ音楽会

１１日（金）建国記念の日 ２８日（月）給食費振替日

１４日（月）蔵書点検（14,15日）

５年生校納金
１５日（火）は５年生の校納金引落日です。前日までに入金をお願いします。

給食費振替日について
２８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。

保護者参観について
１７日（木）は授業参観を行います。詳細については、１月２１日付けの

お知らせを御覧ください。

お別れ音楽会について
２５日（金）にお別れ音楽会を行います。動画を「秋津っ子チャンネル」にて配

信する予定です。詳細は後日連絡メールにてお知らせします。

感染症拡大防止について
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、お知

らせや連絡メールにてお知らせいたします。御理解、御協力をお願いします。

当日の欠席、遅刻、早退の連絡について
２月より、ホームページに当日の欠席、遅刻、早退の連絡フォームを作りました。

連絡メールにて、URLを送信しましたので御活用ください。
学校からのお知らせ、配布物について
２学期より学校からの配布物のペーパーレス化に御協力いただきありがとうございます。現

在、基本的に以下の方法でお知らせをしております。

１ 毎月定例のお便り（学校、学年、給食、保健、部活）

→ホームページ掲載、連絡メールにて掲載のお知らせ

２ 行事等のお知らせ

→ Teamsの保護者配布物チャネルに保存、連絡帳にて手紙があることのお知らせ
３ 学校以外の各団体等

→学校に紙媒体で送られたものは紙で配布、データで送られてきたものは「２」の方法

※ Teams だと子供が帰宅しないと手紙の確認ができない、印刷ができない、どこに手紙があ
るのかわからないなどの御意見をいただいております。御不便をおかけしています。現段

階では、連絡メールに PDF ファイルの添付ができません。また学校ホームページに掲載す
るにはタイムラグがありますので、今後も現行通りの方法にてお知らせをします。学校で

対応できる方法があれば改良していきます。御不便をおかけしておりますが、どうぞよろ

しくお願いします。



１月１８日（火）～２１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 柿沼 歩実さん

２年 谷岡 杏樹さん

３年 牧野百々葉さん

４年 小濵 杏李さん

５年 袖山 未彩さん

６年 櫻田みなみさん

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、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など、各学年の避難場所を分散し

て確認しました。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、

御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。

３学期のスタートは、

雪でした。大人の心配

はよそに、子供たちは

雪でも元気いっぱい。

雪だから元気だったの

でしょうか。始業式後

の校庭は、雪だるまを

作ったり、雪合戦をしたり大賑わいでした。午後にはすっかり解けてしまいました。

各学級にて席書会を行

いました。心を落ち着か

せ、集中して書くことが

できました。



給食が始まったころの献立や郷土料理でした。秋津小の自慢

の一つである栄養満点おいしい給食を紹介します。

２４日（月）

初めての給食献立

明治２２年に山形県で給食

が始まりました。山形県の

郷土料理の具だくさんの芋

煮で体が温まりました。

２５日（火）

鹿児島県の郷土料理

奄美大島の郷土料理である鶏

飯は、具材をご飯の上に乗せ

スープをかけて食べるお祝い

料理です。

２６日（水）

新潟県の郷土料理

魚沼地方のきりざいは「切

る」野菜の「菜」を、スキ

ー汁は上越地方に伝えられ

生まれた料理です。

２７日（木）

沖縄県の郷土料理

沖縄産の黒砂糖を使った揚

げたてのサーターアンダギ

ーはサクッとおいしかった

です。

２８日（金）

北海道の郷土料理

鮭だけでなくほっけやラム

肉のちゃんちゃん焼きもあ

るそうです。給食の鮭はし

っとりおいしかっです。

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く

れています。

お昼の放送

本校 PTA の加藤智子さんが、習志野市 PTA 連絡協議会主催の
実践記録「我が家の家庭教育」コンクールにて「トンボが教えて

くれたこと」最優秀賞を受賞しました。おめでとうございます。

「みんなの実」秋津小の果樹

園の看板です。この果樹園に新

しく「夏みかん」と「レモン」

の木を植えました。実がなるの

が楽しみです。



学校だより 習志野市立秋津小学校

３月号

令和４年

３月 １日

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

～１年間の成長を、糧（かて）として～

校 長 加藤 努

「学びを止めない」を合言葉に、たくさんの方々の御協力のもと、子供たちの成長の

ためにコロナ禍でも可能な教育活動を１年間進めてまいりました。この３月に振り返る

と、若い木々が上に上にと伸びるように、子供たちの成長ぶりには目を見張るばかりで

す。例えば、入学時はあどけなかった１年生たちも、今は目の前の学習課題にわき目も

ふらず取り組むことができています。給食や掃除の場面でも、集団の一員としての役割

を立派に果たしています。２年生以上の子供たちも同様です。子供それぞれの成長をた

たえるとともに、次の学年で新たな学びに挑戦する姿を見るのが待ち遠しいほどです。

子供たちが１年間で「できるようになったこと」「がんばったこと」「次の学年に向けて

準備すること」等を一人一人が自覚できるように、積極的に励ましていくことを私達は

共通確認しています。保護者の方々ともそれらを共有し、子供たちが自分の成長を自信

にして、４月からの糧（かて）としてほしいと心から願っています。

子供たちに１年間の自分自身の成長を振り返ってもらいました。目に見えること、目

には見えにくい心の成長など、実に様々です。

２年生「なわとびをがんばりました。あやとびがとべるようになってうれしいです。」

３年生「皆で息を合わせて合奏することの気持ちよさを感じました。」

４年生「苦手だった算数の勉強を頑張って、少し得意になってうれしかったです。」

５年生「タブレットをうまくあつかえるようになったことです。」

６年生「普段あまり話さない人に勇気を出して話にいって友達になれたことです。」

保護者の皆様、地域の皆様、１年間秋津小の子供たちのた

めに、温かく惜しみない御支援・御協力をいただきましてど

うもありがとうございました。また、私達の教育活動に対す

る御理解にも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、お力添えの程、宜しくお願い申し上げます。

みんなの合い言葉 あきつ あいさつ ありがとう



行事予定

１日（火） 委員会活動 １７日（木）2,5年校外学習
４日（金） 6年：短縮日課（５校時まで） １８日（金）スクールカウンセラー勤務日

７日（月） サッカー・ミニバス部お別れ会 ２１日（月）春分の日

８日（火） 1年：クリーン運動 ２３日（水）給食終了、大掃除

９日（水） 全校短縮日課開始 ２４日（木）修了式、離任式

下校 14:00 （給食なし）下校 11:40
１０日（木） 登校安全指導、安全点検日 ２５日（金）春季休業（4/5まで）
１１日（金） 表彰集会 1,6年校外学習 ３１日（木）給食費引落日

１５日（火） 3年校外学習
卒業式前日準備

(下校 1,2,3,6年 13:10
4,5年 14:10) ４月６日（水）始業式・着任式

１６日（水） 第４２回卒業証書授与式 １１日（月）入学式（２～６年生臨時休業）

（１～５年生：臨時休業） １８日（月）学級懇談会

短縮日課について

６年生・・・・・３月４日（金）から １～５年生・・・３月９日（水）から

卒業式について

３月１６日（水）に第４２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

３月３０日（水）に離任式を行う予定となっておりましたが、３月２４日（木）の

修了式後に離任式を行います。３月３０日（水）は登校はありません。

春季休業について

○３月２５日（金）から４月５日（火）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、学校まで御連絡ください。

※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４年度入学式について

４月１１日（月）に令和４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３１日（木）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。

ちば夢チャレンジ☆

パスポート・プロジェクト

２０２１

NEC グリーンロケッツ東葛

公式戦観戦招待について

左記 QR コー

ドより御覧く

ださい。



トーチが秋津小にきました。

ピカピカ光るトーチに、子供

たちの目が輝いていました。

６年生が薬物使用

の危険性などについ

て真剣に学ぶことが

できました。

秋津っ子たちが、元気いっぱいに学校生活を送ることが

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。ありがとうございました。

雪が心配されましたが、無事に行くことがで

きました。室内での活動となりましたが、教室

では味わえない体験や自然について学。ぶこと

ができました。

★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

誰でも楽しめるボッチャ。

チームで協力しながら チャレ

ンジできました。

助産師さんから命の誕

生の授業を受けました。

命の素晴らしさや奇跡を

学ぶことができました。

卒業という一つの節目を

目の前に、家族に感謝の気

持ちを伝えるありがとうの

会を行いました。

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

発表でした。６年生にも

秋津っ子の思いが伝わっ

たことでしょう。



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。御参加いただけ

る方は学校まで御連絡ください。応募申込書をお渡しいたします。


