
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

新型コロナウイルス感染拡大の状況が日々発

表され、教育委員会から寄せられる学校が行な

うべき対応も刻々と変化しています。  

 国も対応をＡにするのか、Ｂにするのか判断

に苦慮している状況が見えます。ダイヤモンド

・プリンセス号に乗船なさっていた方々への対

応や学校を休校にするかどうかでも判断が分か

れ、その決定には苦情も多く聞こえました。様

々な対応で右に進むか、左に進むか、答えが分

からないのです。有識者の考えも揺れているの

でしょう。子供たちには、大人がどの様に道を

選択していくかを見ておいて欲しいと思います。

現代は先が予測できない時代です。予測通りに

物事が進まず、リーダーは困難なかじ取りを求

められます。 

 学校はこの複雑な社会を生き抜く力を子供た

ちに身につけさせなければなりません。例えば

道徳授業では「議論する道徳」も行われます。 

一つの題材を見てみましょう。 

優しいバス運転を心掛けるＡ運転手は、停留

所にベビーカーを押す母親が居るのを見つけ、

バスを留めてベビーカーをバスに載せる手伝い

をします。母親はＡ運転手に大変感謝しＡ運転

手も喜びます。業務が終わり車庫へバスを入れ

て主任に業務終了を告げると「今日は営業所に

お客さんから苦情の連絡があったよ」と指導さ

れます。そのお客さんの言い分では、運転手が

バスを停めて客対応をしたので、到着が予定よ

り遅れ、その結果「飛行機の出発時刻に間に合

わなかった」というのです。Ａ運転手は反省を 

 

まとめて日報を上司に提出しました。 

別の日、Ａ運転手がバスを走らせて停留所に

停まると、道の向こうからおばあさんが手を振

って合図をしているのが見えました。しかしＡ

運転手は先日の反省文を思い出し、おばあさん

を待たずにバスを出発させました。次の停留所

で小学生の女の子がバスを降りながら「運転手

さん、なぜおばあさんを待ってあげなかった

の」と尋ねます。Ａ運転手は規則を説明しよう

と思ったのですが、思いとどまりました。 

保護者の皆さんが習った道徳の授業は、電車

に老齢の方が乗ってきたのですが、「席を譲れ

なかった私」が随分と後悔するという話でした。

担任の先生は「勇気を出して席を譲れると良い

ですね」と締めくくったかもしれません。 

しかしこれからの時代に生きる子供たちは、

Ａ運転手が考え込むように困難な案件にも答え

を見つけて判断しなければなりません。子供た

ちは、Ａ運転手がどうすれば良いのか考えます。 

学校は、子供たちに「予測困難な時代」の中

で「持続可能な社会の創り手に必要な資質・能

力」を身につけさせなければなりません。 

滝坂小学校に学ぶ子供たちが将来、困難な場

面に出会った時にも、ひるまずに自分の考えを

構築して、最もふさわしい道を選択できる力を

備えることが出来るように指導して参ります。 

今年度、無事に始業式と入学式を行いました

が、明日から連休が明けるまでは休校となりま

した。安全・安心メールにての情報をご確認い

ただきますようお願い申し上げます。 

  

「「  予予測測困困難難なな時時代代をを生生きき抜抜くく力力をを身身ににつつけけるる  」」    
                          校 長  鈴 木 祐 介 
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令和２年４月６日 

調布市立滝坂小学校 

校 長 鈴 木 祐 介 



日 曜日

1 水
2 木
3 金
4 土
5 日

6 月

7 火

春季休業日終

始業式　入学式

臨時休校始　～５月６日（水）まで

４月の予定
全学年にかかわる行事・ 時程

〇４月７日（火）から５月６日（水）まで臨時休校と致します。この期間中に予定していた行事は、延期また

は中止とさせていただきます。

〇臨時休校中も、週に１回程度登校日を設け、児童の健康状態の確認、課題のお知らせ等を行います。

また、４月７日(火)より児童の学校での見守りを行います。それぞれ詳細については、本日配布「調布市

立小・中学校の臨時休業の実施のお知らせ」をご覧ください。

※登校日や「児童の学校での見守り」に出席する際は「臨時休業中における健康観察表」の記入が必要

です。

※児童の安全確保のため、登校日や事前に申し込んだ「児童の学校での見守り」に欠席する際は、連

絡帳等でお知らせください。

★来校時のお願い（不審者被害防止のために）

年間を通して、児童の見送り、お迎え、学校行事等でご来校の際は、PTAより配布しております「保護者

証」（令和２年度はピンク色）を正門を通過する際に必ずご着用くださいますよう、お願いいたします。なお、

児童の学習中に、保護者証を着用されていない方は、教職員および正門の校舎管理員がお声をかけさ

せていただきます。

★給食費の引き落としについて

臨時休校中は給食はありません。給食費の金額および引き落としの日程につきましては詳細が決まり

次第お知らせいたします。

自分の身は自分で守る
生活指導部

連日，新型コロナウイルス感染拡大や事件・事故などの報道がされるなか，「自分の身は自分で守る」

意識を高めることの重要性は，ますます高まってきています。

【感染症予防に努める】

・不要・不急の外出は控えよう。

★学校安全・安心メールについて

休校中のお知らせを確実にお届けするために４月１０日（金）までに、学校安全・安心メールへの加入又

は更新作業をお願いいたします。（全員、新規登録又は新学年のクラス等登録情報の変更をしていただく

ことになります。詳しくは、本日配布する別紙「令和２年度 保護者用調布市『学校安全・安心メール』登録

★本日配布したお手紙（２～６年生）

①学校だより

②調布市立小・中学校の臨時休業の実施のお知らせ

③「児童の見守り」に関する〈同意書・申請書〉

④臨時休業中における健康観察表

⑤令和２年度保護者用調布市『学校安全・安心メール』登録手順書」【新規登録用】又は【登録情報変更用】

（⑥学級編成名簿・新学級名簿）



 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
                                                                    

２年 
★登校日の持ち物 
 

・筆箱 ・連絡帳 ・連絡袋 

・ハンカチ・ティッシュ 

・道具箱 ・体育着  

・ぞうきん２枚 

 

・ぞうきんをはさむ洗濯ばさみ（１個） 

・上ばき ・防災頭巾 

 

★教科書について 

 
教科書を登校日に配布します。記名

をお願いします。 

わかくさ学級 
★本日、学級編制表を配布しました。１年間どうぞよろしくお願いいたします。この欄では、当月の連絡事項や、前月の 

わかくさ学級の取り組みについてご紹介させていただきます。日常の詳細な連絡については、毎日の連絡帳を確認してい

ただくようよろしくお願いします。 
★登校日の持ち物 □筆箱 □連絡帳ファイル（２年生以上は昨年度使用した青いファイルを引き続き使用します） 

□お便りケース □必要な場合は着替え等 ※持ち物には、全てに記名を忘れずにお願いします。 

★教科書について 教科書を登校日に配布します。（1 年生は入学式で配布しました。）名前ペンで記名をお願いします。  

一度に持ち帰れない場合は、分けて持ち帰ります。時間割は、後日配りますので、忘れ物なく準備がで

きるようご協力ください。時間割の変更は、連絡帳でお知らせします。 

  

学年のおしらせ 

１年 
★登校日の持ち物 

 

□ランドセル □黄色い帽子 □筆箱 

□下じき □自由帳 □連絡帳  

□連絡袋 □ハンカチ □ティッシュ 

□防災頭巾  □軍手 □マスク 

□保健関係書類（緑ファイル） 

 

 

 

 

★教科書について 

 

教科書を本日配布しました。記名を 

お願いします。 

３年 
★登校日の持ち物 
 

 ・道具箱  ・連絡帳 

 ・連絡袋  ・筆箱 

 ・雑巾２枚 

 ・雑巾をはさむ洗濯ばさみ２個 

 ・上ばき  ・防災頭巾 

 ※雑巾は、１枚には大きく記名

し、もう１枚は無記名のものをご

用意ください。 

                 
★教科書について 

 
教科書を登校日に配布します。記名

をお願いします。後日、時間割を配り

ますので、忘れ物なく準備ができるよ

うご協力ください。時間割の変更は、

連絡帳でお知らせします。 

 

          
 

       ５年 
★登校日の持ち物 
・筆箱  ・連絡帳  ・連絡袋 

・ハンカチ・ティッシュ 

・道具箱 （色鉛筆、のり、はさみ、

セロテープ、算数セット等） 

・体育着 ・上ばき ・防災頭巾 

・ぞうきん２枚 

・洗濯ばさみ２個 

 

【ぞうきんの記名例】 
  

６年 
★登校日の持ち物 

 

・道具箱  ・連絡帳 

・連絡袋  ・筆箱 

・雑巾２枚 ・洗濯ばさみ２個 

・防災頭巾 ・上ばき 

※教科書を配布するのでランドセルで登校 

 

★教科書について 

 
 ５年生の教科書を再度読み返し

て、復習をしてください。６年生の教

科書は登校日に配布します。６年生の

社会科では日本の政治・経済・歴史な

どの学習をします。休校期間中、新聞

や歴史まんがを読んだり、ニュースを

見たりして興味・関心を広げておいて

ください。 

４年 
★登校日の持ち物 
 
 □ランドセル □連絡袋 
 □上ばき   □防災頭巾 

□保健体育の教科書 
（３年で配布したもの） 

□雑巾２枚 
 （「ゆか・名前」「つくえ・名前」

と大きくご記入ください。） 
□筆箱 

（鉛筆、消しゴム、ネームペン、 
 赤鉛筆、定規） 

 
４年生の教科書を配る予定です。名

前を書くのでネームペンを忘れずに
持ってきてください。 
 

※１枚には記名し、もう１枚は無記名。 
 

詳細は学年便り「はじめのいっぽ」

をご覧ください。 
 

ゆ か 
新妻 伸也 

つくえ 
新妻 伸也 

https://1.bp.blogspot.com/-y2aRIisq9VU/Wq9-ZUZOUPI/AAAAAAABK8g/uHSy6Db5ARIsTNdzdyVS9AQzMGOY-8DPQCLcBGAs/s800/group_kids_no_dog.png
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F671106781951554358%2F&psig=AOvVaw2FsBmz-Xxx4d1RRknO7LiR&ust=1585733787385000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDmtey0xOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F671106781951554358%2F&psig=AOvVaw2FsBmz-Xxx4d1RRknO7LiR&ust=1585733787385000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDmtey0xOgCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 
 
 
 
 

★児童の安全確保のために 
○「災害時における児童引き取り人」ですが、

緊急時は、この欄にご記入いただいた方の

みへの引き渡しとなります。ご注意くださ

い。 
○４月９日（木）までに、学校安全・安心メ

ールへの加入又は更新作業をお願いいた

します。（全員、新規登録又は新学年のク

ラス等登録情報の変更をしていただくこ

とになります。詳しくは、本日配布する別

紙「令和２年度 保護者用 調布市『学校

安全・安心メール』登録手順書」【新規登

録用】又は【登録情報変更用】をご参照く

ださい。） 

★児童の欠席連絡について 
○学校をお休みする場合の連絡は、連絡帳に

てお願いします。学校からのお知らせも連

絡帳でお伝えする場合があります。必ず目

を通して頂きますようお願いします。 
緊急時以外、電話での連絡は極力ご遠慮く

ださい。 

★来校時のお願い（不審者被害防止のために） 
○保護者会、PTA 活動、学校行事 等でご来校の際は、PTA より今年度用に配布しておりま

す「保護者証」を必ずご着用くださいますよう、お願いいたします。 
なお、児童の学習中は、校舎管理員が正門の安全見守りを行っています。 

★児童の健康管理のために 
○４月から６月にかけて健康診断・検査が続き

ます。後日配布する保健関係書類へのご記

入・ご提出をお願いいたします。 
【提出〆切は９日（木）です。】 

★給食費の引き落としについて 

○本校の給食費引き落とし日は、毎月５日となっております。前日までにご入金くださいますよう、

お願いいたします。なお、１回の引き落としにつき、１０円の手数料負担をお願いいたします。 
〇初回は、４月・５月の２ヶ月分が５月７日（木）に引き落としになります（１年生・転入生につ

いては、４～６月の３ヶ月分が６月５日（金）に引き落とされます）。詳しくは、「令和２年度給

食費について」をご覧ください。 
  

区分 令和２年度年度給食費 
低学年（１・２年生） 月額 ４，４５０円 一食あたり ２５８円 
中学年（３・４年生） 月額 ４，６５０円 一食あたり ２６９円 
高学年（５・６年生） 月額 ４，８５０円 一食あたり ２８０円 

 

保護者のみなさまへのお願い 
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