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思いやりと活力あふれる学校

5 月号

～今よりも、もっといい自分 いい釜戸小～

瑞浪市立釜戸小学校

自分で計画し実践する力を育てる
修了式・始業式や入学式の日は登校することができましたが、それ以外は 3 月 2 日からずっと臨時休
校でした。外出せず家に居続けるのは、本当に大変です。ストレスもたまります。そんな中、家での生活
や学習の計画を上手に立て、実践してきた子もいると思います。そのような自立につながる力を学校で
も育てていきたいと思っています。

自分で考え、計画する力
何事をするにも、どのように進めたらよいかを考え、計画する力が必要です。先を見通して計画するこ
とができれば一番良いのですが、はじめから先を見通せるわけではありません。まず目の前のことをど
うしたらよいか考え、それができたら少しだけ先のことを考える。その繰り返しによって、だんだん先の
ことまで考えられるようになります。子供たちは、遊びの計画は立てやすいと思います。まず何をして遊
ぶか、次に何をするかということです。わがままに遊べるわけでなく、人に迷惑をかけず、仲良く遊べる
ように計画しなければなりません。自分がしたいことと、実際にできることや守らなければならないこ
となどの条件との兼ね合いを自分で考えさせていくことが、計画する力を高めていくことになります。

我慢強く、計画を実践する力
計画は立てたけれど、計画倒れで全くその通りにできないということが、子供にはよくあります。それ
は、計画通りやろうという強い意志や少々大変でもやりきっていく我慢強さが足りないことが原因です。
計画通りにできるようにするには、はじめは簡単に無理なく短い時間でできる計画を立て、それをさせ
ることで、できたうれしい感覚を味わわせることが大切です。例えば、これから 15 分間はテレビを消し
て勉強に集中するという計画です。これを繰り返しながら、少しずつ時間を延ばしたり、計画の種類を加
えたりしていきます。はじめに 15 分間テレビを消して勉強したら、5 分間おやつタイムにして、その後
10 分間読書タイムにするなどです。その間は、テレビを点けたりおしゃべりしたりしないよう我慢させ
ます。ちゃんとできた時にはうんと褒めて、自分にもできる力があると自信を持たせていくとよいです。
できた経験は、次への意欲につながります。

実践を振り返り、計画を修正する力
計画をある程度立てられるようになったら、自分でそれを振り返り、計画を修正させるようにします。
計画を意識して取り組めたかどうか、最後までやりきれたかどうか、振り返らせます。計画が自分にとっ
て適切であったか、自分のやる気や根気は最後まであったか、などについて考えさせるのです。その上
で、自分で計画を修正させます。無理な計画だったなら簡単にできる計画に、簡単にできたのならもう少
し計画の内容を増やすなどします。高学年になるまでに、計画を自分で修正する力が身に付くとよいと
思います。
＊勉強に限らず、生活においても計画力や実践力は必要です。規則正しい生活習慣を身に付けることは、この計画力
や実践力を身に付けることにつながっています。規則正しい生活習慣がよりよい勉強や生活の基盤なのです。

５月の予定
生活目標：仲良しの輪を広げよう
宝の重点：笑顔のあいさつ

６月の行事予定は、4 月

自宅待機中の子供の様子

末の時点での予定です。

臨時休校の間、数回でしたが地域の様子
を見て回りました。すると、ほとんど子供達
を見かけませんでした。みんなきちんと自
宅で過ごしていることが分かり、安心しま
した。外に出ている子も、近くに他の家のな
い田んぼで妹の世話をしながら遊んでいた
り、兄弟で家の近くを走っていたりと、感染
予防を意識しながらストレスをためないよ
うな行動をしていました。子供たちの宿題
プリントを確認し、家の中での過ごし方に
ついて振り返らせたいと思っています。

今後、計画変更をする予
定です。ご注意ください。
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校内行事・PTA 関係行事
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金

新型コロナウィルス感染症予防のため、臨時休校が
5月
臨時休校

２

土

末まで延長されました。まだまだ長い期間、子供たちは自宅

３

日

待機が続くこととなってしまいました。いろいろと大変だと思
憲法記念日

４

月

５

火

いますが、感染症で死亡する人も増えてきています。これから
みどりの日
も感染予防に十分気を付けて過ごさせてください。
こどもの日
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日
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月

特別日課・低学年下校
14:15・高学年下校 15:15
https://www.gifu-net.ed.jp/ggec/

19

火

20

水

21

木

22

金

23

土

＜家庭生活＞
ALT・クラブ・低学年下校
15:00・高学年下校 15:50
・一日の生活の予定を立てて実行する。
釜っ子タイム・集団下校 15：50
・ゲームをやりすぎないように注意する。
ALT・集団下校 15：50
＜体を動かす・親子の悩み相談＞
集団下校 15：50
＊ミナモ TV オフィシャルサイト

24

日

25

月

26

火

27

水

＊大湫病院リーフレット（封筒に同封しました）
特別日課・低学年下校 14:15・高学年下校 15:15
＜5 月の予定＞
ALT・委員会・1～4 年下校 15：00・5・6 年下校 15：50
・５月７日（木）・８日（金）学習課題等を学校で配付
釜っ子タイム・集団下校
15：50
・５月１４日（木）・１５日（金）学習課題等を郵送

28

木

ALT・集団下校
15：50 １０：４５下校
・５月２５日（月）登校日

29

金

集団下校
15：50
＊登校日は感染状況によって変更する場合があります。

30

土

・５月２８日（木）PTA 常任委員会 19 時～

31

日

＊６月１日（月）授業再開（予定）

＜感染予防＞
振替休日
・毎朝、体温を測り、体に異常がないか確認する。
給食指導・水筒持参・身体測定
5・6 年・1 年下校 13：30・2～６年下校 15：00
・手洗いや消毒、うがいをする。
分団班長会・水筒持参・身体測定
3・4 年・1 年下校 13：30・2～６年下校 15：50
・規則正しい生活（早寝・早起き）をし、食事をきちんと
とって、抵抗力を高める。
・不要不急の外出を控える。
身体測定 1・2 年・1 年下校 13：30・2～６年下校 15：00
・密集、密閉、密接となる場所を避ける。
命を守る訓練・ALT・1 年下校 13：30・委員会
＜家庭学習＞
2～4 年下校 15：00・5・6 年下校 15：50
・一日の学習計画を立てて実行する。
掃除班長会・1 年下校 13：30・2～6 年下校 15:50
・学校から配布された宿題やプリントをやる。
ALT・新掃除スタート・低学年下校 15:00
・自宅での学習を応援するホームページを参考に、自
高学年下校 15:50
分で取り組んでみる。
対面式・安全点検・掃除講習会
＊文部科学省 子供の学び応援サイト
低学年下校 15:00・高学年下校 15:50
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushie
n/index_00001.htm

＊岐阜県総合教育センター家庭学習用ワークシート

https://minamo-official.jp/

５月２５日（月）登校日（予定）
授業再開に備え、登校日を設定しました。（ただ
し、感染状況によっては変更になる場合もありま
す。）持ち物は、学習課題のプリント類、筆記用具、
体温記録用紙です。体温を測り、マスクを着用させ
てください。下校は１０時４５分の予定です。バス
通学地区の方は、お迎えをお願いします。お迎えが
困難な場合は、学校にご連絡ください。

６月の主な行事の予定
＊今後、予定が大きく変更になると思われ
ます。ご注意ください。
＊下校時刻の記入のない日は、最終下校時
刻の 15 時 50 分に下校となります。
１日 集団下校 15:00
２日 クラブ・低学年下校 15：00・読書週間（11 日まで）
３日 ALT
４日 ALT・釜っ子タイム・家庭教育週間（10 日まで）
８日 特別日課・低学年下校 14:15・高学年下校 15:15
９日 ALT・委員会・1～4 年下校 15：00
10 日 釜っ子タイム
11 日 ALT・学校保健安全委員会
12 日 5 年カワゲラウォッチング
15 日 安全点検・特別日課
低学年下校 14:15・高学年下校 15:15
16 日 ALT・クラブ・低学年下校 15：00
17 日 釜っ子タイム
18 日 ALT
22 日 特別日課・低学年下校 14:15・高学年下校 15:15
23 日 授業参観・給食試食会・懇談会
学校評議員会・集団下校 14：50
24 日 釜っ子タイム・委員会・1～4 年下校 15：00
25 日 ALT
26 日 ALT
29 日 特別日課・低学年下校 14:15・高学年下校 15:15
30 日 ALT・クラブ・低学年下校 15：00

PTA 総会要項について、特に異議やご提案はありませんでしたので、すべての議事について承認されました。

