
  
 
 
 
 
 
 
 

「感謝」の気持ちを今こそ大切に 

 

校長 武田 一教 
 

 2週間余りという短い夏休みが終わり、今日から2学期が始まります。今年の夏は、

まさに特別な夏。立秋過ぎから夏休みに入りました。暦の上では秋とはいえ、夏休み

期間中、異常とも思える猛暑が連日続きました。また、新型コロナウイルス感染予防

から、これまでと異なる夏休みを過ごされた御家庭も多かったことと思います。故郷

の祖父母に会う楽しみも、残念ながら取り止めたということもあったのではないでし

ょうか。学校も、例年ならプールから子供たちの元気な声が聞こえてくるのですが、

そうしたこともない静かな学校でした。 

 特別な夏ということで私の中で印象に残ったのが、甲子園球場で行われた甲子園高

校野球交流試合でした。春の選抜高校野球大会の中止、さらに夏の全国高等学校野球

選手権大会も中止となる中、「選抜高校野球大会の出場校にぜひ甲子園での試合を」

という思いから行われることになった交流試合でした。無観客で行われる1試合だけ

の試合です。でも、甲子園球場の土を踏めたのは、選抜大会出場のこの３２校だけで

した。 

選抜大会に選ばれた喜びから、その中止の知らせを受けたショック。ここにも新型

コロナウイルス感染症により、気持ちを振り回された人たちがいたのです。夏の選手

権大会も中止が決まったので、甲子園を目指して必死になって努力を積み重ねてきた

ことが何のためだったのか、また、どのような意味をもつのかと、気持ちが沈んだこ

とと思います。でも、甲子園球場で野球ができる機会が訪れたのです。 

 優勝という全国一のチームを決める試合(大会)ではないので、選手たちの必死さや

試合の緊迫感がないと思われた方もいるかもしれません。ま

た、アルプススタンドに大勢の方がつめかけて行われる熱い

応援がないのを残念に感じた方もいたでしょう。でも、あこ

がれの甲子園球場で試合できるという純粋な喜びにあふれた

選手たちの姿があったように私は感じました。勝ちたいとい

う強い思いも大切だと思います。そのために努力を積み重ね

てきたのですから。でも、そうしたものがなくても、たった

一試合だからこそ別の大切なものが得られたように思うので

す。 

 新聞に掲載されていた選手の言葉にもそれを感じました。 

 「苦しくても上を向いてきました。」 

 「仲間に恵まれた喜び。負けた悔しさ。これからの人生につながる経験ができまし

た。」 

 「甲子園という場は、自分たちを大きく成長させてくれました。」 
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 「ボールを必死で追いかけ、アウトをとるという、野球の楽しさを改めて感じまし

た。」 

 そして、この言葉こそ、私がこの交流試合に参加した選手たちの姿から感じたもの

でした。  
 「感謝の気持ちを前面に出して全力プレーができた。いろいろな人への感謝の気持

ちをもつことが、一人の人間として大事だと学んだ。」  
 そして、もう一つ象徴的なことがありました。21世紀枠で出場した磐城高校の試合

前のノックです。春の選抜大会の出場を決めた後に、人事異動で別の学校に異動した

先生（監督）が、試合前のノックを特別に行ったのです。ノックを終えた前監督は、

あこがれの甲子園でノックを受ける選手のたくましさをほめ、ノックを受けた選手た

ちは自分たちをここまで指導し育ててくれた前監督への感謝を語っていたのです。  

 

2学期の学校生活も、新型コロナウイルス感染症の状況から、思

うようにならないことが出てくると思います。また、普通に生活を

していても、大変なことや苦しいことは当然あります。でも、大変

で苦しい時ではあっても、自分のことだけを考えて行動するのでは

なく、人のことも考え、思いやり、生活していくことが大切なのだ

と思います。そうしたことを互いに感じ、その思いや行動に感謝す

る。そうした人としての温かさこそが、苦しさを超える力になるのだと思います。 
 
 
 
 
 
 
本校における新型コロナウイルス感染症予防のための対応は以下のとおりです。変更され

たところもありますので御確認をお願いします。 
 
◎２学期以降の教育活動及び行事予定等について 
  

福生市教育委員会の通知（ガイドライン）に基づき、教育活動を進めてまいります。 
 
（１）感染予防対策について 

 ①毎朝の健康観察を丁寧に行う。（検温カードを毎日、持参させてください。） 

 ②熱中症予防にも配慮しながら児童、教職員ともマスクやフェイスシールドを着用する。 

 ③手洗いの励行、咳エチケットの指導、教室の換気を行う。 

 ④児童間の距離をできるだけ保ちながら教育活動を行う。また、距離間についての指導も行う。 

 ⑤児童がよく触れる場所（階段の手すり・ドアの取手等）を教職員で毎日、消毒する。 

 ⑥学校医等の指導を随時受けながら、感染予防の対応を整える。 

  ⑦児童本人が発熱等の新型コロナウイルスの感染の疑いがある場合は登校せず、これまで同様に引

き続き出席停止扱いとする。 

 ⑧児童の同居家族が発熱等の新型コロナウイルスの感染の疑いがある場合は、できる限り登校をせ

ずに自宅で過ごすようにする。その際は出席停止扱いとする。 
 
（２）２学期以降の学習・行事等について 

①校外学習・ゲストティーチャー等を招いた教育活動・グループや少人数による話合い活動・体育

における身体接触を伴う活動・音楽における歌唱の活動やリコーダー等を用いる活動・家庭科に

おける調理実習等に関しても感染予防に努めながら実施する。 

②学校公開・保護者会等は実施予定。内容や形態等は、実施の可否を含め、今後の感染状況を見な

がら検討する。 

③運動会…９月２６日（土）に規模を縮小し、参観者の入れ替えを行いながら実施する。 

④展覧会…２月１２日（金）・１３日（土）に実施予定。 

お知らせとお願い 

※新型コロナウイルスの感染状況等により、今後の対応が変更されることがあります。 

https://1.bp.blogspot.com/-y2aRIisq9VU/Wq9-ZUZOUPI/AAAAAAABK8g/uHSy6Db5ARIsTNdzdyVS9AQzMGOY-8DPQCLcBGAs/s800/group_kids_no_dog.png


 

 

月 日 曜 主な学校行事 

8 

27 木 特別時程 午前授業 始業式 

28 金 
給食始 登校見守始 ５時間授業 

引き渡し訓練 

29 土   

30 日   

31 月 
児童朝会 芝生草取り⑥ 

測定・保健指導① 安全指導 

9 

1 火 
航空写真撮影 

測定・保健指導② SC 

2 水 
やまなみ個別始 登校見守終 

藍染教室 測定・保健指導③ 

3 木 測定・保健指導④ ６時間授業④～⑥ 

4 金 
測定・保健指導⑤ 藍染教室 

委員会 

5 土   

6 日   

7 月 
児童朝会 芝生草取り⑤ 

運動会練習期間始 測定・保健指導⑥ 

8 火 
避難訓練 クラブ 

SC 

9 水 午前授業 藍染教室 

10 木 
運動会係活動１⑤⑥ 

藍染教室 

11 金 藍染教室 

12 土 特別時程 土曜授業 

13 日   

14 月 
児童朝会 芝生草取り④ 

教育実習始 

15 火 SC 

16 水   

17 木 
６時間授業④～⑥ 

運動会全体練習１ 

18 金 
運動会全体練習２ 運動会係活動２⑤⑥ 

５時間授業①～④ 

19 土   

20 日   

21 月 敬老の日 

22 火 秋分の日 

23 水   

24 木 
運動会全体練習３ 

６時間授業④～⑥ 

25 金 
運動会全体練習（予備） 

前日準備⑤⑥ 午前授業①～④ 

26 土 運動会 

27 日   

28 月 振替休業日 

29 火 読書旬間始 SC 

30 水   

※スクールカウンセラー（ＳＣ）の勤務日 

（９月１日・８日・１５日・２９日） 

８月・９月の主な行事予定 

【上履きの状況の確認のお願い】 
 

夏季休業中にお子さんの上履きの状況（サイズが合

っているか、中央のゴムが切れていないか、かかとが

踏まれて折れてないか 等）をご確認ください。今履

いている上履きが不要になり、まだ履ける状態のもの

であれば、学校に寄付していただけるとありがたいで

す。貸し出し用として利用させていただきます。 

【運動会について】 
 

日時：９月２６日（土）８：４５～（開会式） 

※児童の登校は通常登校となります。 

※５・６年生で係の仕事等で早めの登校になる場合

は各担当教員から児童に連絡をします。 
 
今年度は新型コロナウイルス感染症予防の観点から

例年の運動会とは、内容や形態等が大きく変わること

を御了承ください。詳細につきましては、９月中旬ま

でに保護者の方にお便りを配布しますので、そちらを

御覧ください。大きな変更点は以下のとおりです。 

 

①午前中に全ての競技を終える。（昼食前に下校とな

るので、お弁当は持参しない。） 

②各学年、徒競走と表現を実施する。（全校競技・各

学年の団体種目・未就学児の種目・応援団は実施し

ない。） 

③開会式→中学年種目→低学年種目→高学年種目→閉

会式の順で実施する。 

④三密を防ぐために、参観者の入れ替えを行い、参観

できる方は、児童のご家族の方に限定し、お子さん

の種目の時間帯のみの参観とする。（例…２年生の

保護者の方は、低学年種目の時間帯のみの参観とす

る。）今年度は、地域の方・来賓の方の参観を御遠

慮いただく。 

⑤参観スペースは、全て立見席とする。（入れ替えが

あったり、児童と参観者の接触を防ぐために参観ス

ペースが例年より狭かったりするためシートを敷い

ての参観は禁止とする。） 

開門時刻…８：２０（予定） 
 
※運動会当日までの間、放送・音響や子供たちの応援

等で、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、御

理解・御協力の程、お願い申し上げます。 
 

◎天候により以下のとおりに実施します。 

９月２６日（土） ☀ 実施 ☂ 中止（休日） ☂ 中止（休日） 

９月２７日（日） 休日 ☀ 実施 ☂ 午前授業（給食なし） 

９月２８日（月） 振替休業日 振替休業日 振替休業日 

９月２９日（火） 通常授業 通常授業 ☀ 実施（給食あり） 

９月２９日（火）も雨の場合、翌日以降順延となり

ます。なお、運動会延期の場合は、緊急連絡メールで

もお知らせします。 

【教育実習生について】 
 

 本校では、２学期から２名の学生が教育実習を行い

ます。１年１組と５年１組での実習が中心となります

が、様々な場面で全校児童と関わります。御理解の程

どうぞよろしくお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福生市立学校における教員の働き方改革に伴うお願い】 
 

 福生市では教員一人一人の心身の健康保持の実現と長時間労働の削減のため、自動音声対応電話を

導入します。９月１日より運用を開始する予定です。御理解のほどよろしくお願いいたします。 
   

・教職員の勤務時間外は原則自動音声対応となります。教員の勤務時間…８：１５～１６：４５ 
 

 ・欠席、遅刻等の連絡は、原則「欠席・早退・遅刻届」または、連絡帳で御連絡いただ 

きますよう御協力をお願いします。 
 

※児童の命に関わるような緊急の連絡は、市役所・警察・消防に直接御連絡ください。 

【福生三小コミュニティ・スクール（ＣＳ）「環境サポートチーム」の活動について～芝生の維持・管理活動へのお誘い～】 
 

福生三小ＣＳ「環境サポートチーム」の活動の一環である芝生の維持・管理活動を、今年度は２学
期よりスタートいたします。以下の日程で実施いたしますので、保護者の方・地域の方にも、ぜひ御
協力いただきたく、御案内申し上げます。詳細につきましては、７月末に配布したお便り 

を御覧ください。 

 

◎日 程  

実施日 活動時間 

 ８月３１日（月） ８：３５～９：００（６年生の児童は８：４０まで） 

 ９月 ７日（月） ８：３５～９：００（５年生の児童は８：４０まで） 

 ９月１４日（月） ８：３５～９：００（４年生の児童は８：４０まで） 

１０月 ５日（月） ８：３５～９：００（３年生の児童は８：４０まで） 

１０月１２日（月） ８：３５～９：００（２年生の児童は８：４０まで） 

１１月 ２日（月） ８：３５～９：００（１年生の児童は８：４０まで） 

                          ※雨天の場合は、中止となります。 

 

◎持ち物等  軍手（雑草取りで必要な方）・飲み物・汗拭きタオル 

       ※各自、熱中症対策をお願いします。 

【教職員の介護休暇によるお休みのお知らせ】 
 

 本校、○○が家族の介護のため、８月２６日より介護休暇を取得しています。復職の時期は、現時

点では未定となっております。御承知おきください。 

《８・９月の目標 生活指導部》 

☆生活について☆ 

「最後まで諦めずにがんばる」 
学習においても運動においても、もっている力を更

に伸ばすためには、最後まで粘り強く取り組むことが
大切になります。特に、９月は運動会があります。ぜ
ひ、力一杯運動に取り組み、体力を高めてほしいと思
います。 

☆言葉遣いについて☆ 

「『ふわふわ言葉』を使おう」 
相手が嬉しい気持ちになる言葉を『ふわふわ言葉』

といいます。子供たちにはどんな言葉が『ふわふわ言
葉』であるかを考えさせ、そして、その言葉を使いな
がら互いに気持ちよく生活ができるように声をかけて
います。 

～夏休みの教職員の一コマ～ 
 

 本校では、例年３～６年生が日本の伝統文

化を学ぶ教育活動の一環として藍染体験を行

っています。本校の特色ある教育活動の一つ 

です。今年度は９月から 

スタートしますが、それ 

に備えて、教職員も研修 

を行いました。 


