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思いやりと活力あふれる学校

２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

いろいろな分類の本の読み聞かせ
１月は図書館祭りを実施しました。ご家庭でも家族読書に取り組んで
いただき、ありがとうございました。今年度は感染予防のために、内容を
縮小したり変更したりして行いました。教師による読み聞かせも、例年な
ら子供たちが聞きたい本を選ぶのですが、今年度は担任ではない先生が学
級へ行って読み聞かせをする方法で行いました。それでも、子供たちは目
を輝かせて楽しく読み聞かせを聞いていました。また、期間中、たくさん
＜図書館祭りでの教師の読み聞かせ＞

の本を借りて読みました。

釜戸小学校では、図書館祭り以外にも、毎月計画的に教師が全校放送で読み聞かせをしています。ま
た、読み聞かせする本は、０～９分類が入るように振り分けています。子供は、自分が興味のある分野の
本ばかりを読む傾向があります。それも大切なことですが、幅広い分類（ジャンル）の本を読ませると興
味や好奇心が広がり、子供の思考力や創造性によい影響を与えるそうです。特に、いろいろな人の考え方
を知ったり、新しいアイデアが思い浮かんだり、難しいことを考える力を付けたりするのによいそうで
す。子供の可能性は大きく広がっているので、いろいろな分類の本を読むことは、とても大事なことなの
です。学校では、今後も幅広い分類の本の読書を勧めていきます。ご家庭でも、お子さんの読む本がいつ
も同じ分野の本ばかりとならないよう声をかけていただけるとありがたいです。

感染予防の徹底をお願いします
新型コロナウィルス感染症の拡大により、岐阜県に緊急事態宣言が発令されてい
ます。県内では、毎日多くの感染者が発表されています。だれがいつ感染してもお
かしくない状況です。学校はもちろんですが、自分でできる予防、家庭でできる予
防を徹底して行ってください。
・必ずマスクを着用する ・適時、手洗いやうがい、消毒をする ・３密を避ける
・感染リスクの高い行動を避ける・・・人混みに行かない、同居家族以外との会食を避ける

など

＊発熱や咳が出るなどの風邪の症状やだるさや息苦しさなど、お子さんの体調が悪い場合は、登校を控え、休養させてください。
＊もし、お子さんやご家族が感染したり、濃厚接触者になったり、ＰＣＲ検査を受けることになったりした場合は、すぐに学校に
ご連絡ください。（釜戸小学校 ６３－２００４ 休日０７０―１１８８―７５３７）
岐阜県読書感想画コンクール

入賞おめでとう
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＊スケートの競技会で、何度も入賞している子もいます。がんばっている子がたくさんいて、うれしく思っています。

ふるさと教育賞 優秀賞 受賞

２月の予定
生活目標：自分のよいところを伸ばそう
宝の重点：堂々発表
日

曜

校内行事・PTA 関係行事

１

月

特別日課 低下校 14:15 高下校 15:15

２

火

ALT クラブ 低下校 15:00

３

水

心の悩みアンケート 中学校半日入学
釜っ子タイム スクールカウンセラー来校

４

木

ALT

５

金

新 1 年生半日入学

６

土

７

日

８

月

特別日課 低下校 14:15 高下校 15:15

９

火

ALT 委員会 1～4 下校 15:00 PTA 新支部長会 19:00

10

水

11

木

建国記念の日

12

金

家庭教育週間（18 日まで）

13

土

14

日

15

月

安全点検 特別日課 低下校 14:15 高下校 15:15

16

火

ALT クラブ 低下校 15:00

17

水

釜っ子タイム PTA 学級委員選出投票用紙配付

18

木

ALT

19

金

20

土

21

日

22

月

特別日課 低下校 14:15 高下校 15:15

23

火

天皇誕生日

24

水

釜っ子タイム 委員会 1～4 下校 15:00

25

木

ALT

26

金

PTA 学級委員選出投票締切

27

土

28

日

岐阜県教育委員会は、ふるさとに誇りと愛
着をもち、たくましく生きる子を育てること
に力を入れています。そして、その実践が優
秀であった学校に賞を贈っています。釜戸小
学校は、昨年度に続いてふるさと教育賞優秀
賞を受賞しました。
この賞は、地域の皆様といっしょに受賞し
たと思っています。地域講師の方に指導して
いただく授業を何度も行いました。地域に出
て学ぶ授業もできる限り行いました。そのた
びに、地域の皆様の力をお借りし、温かく支
えていただきました。そのことが、この受賞
につながっています。これからも子供たちが
地域に学ぶ授業や活動
を積極的に行っていき
ます。そして、子供た
ちにふるさとのよさを
体感させ、ふるさとを
愛する心を育んでいき
＜６年 ふるさと学習＞
たいと考えています。

３月の主な行事の予定

＊学校保健安全委員会は資料配付のみとなりました。

＊今後、コロナ感染状況によっては予定が変更に
なることがあります。ご注意ください。
１日 特別日課 大掃除週間（12 日まで）
低下校 14:15 高下校 15：15
２日 ALT
３日 心の悩みアンケート 6 年生を送る会
PTA 新旧常任委員会
４日 ALT
５日 特別日課 分団班長会 低下校 14:15 高下校 15：15
８日 特別日課 低下校 14:15 高下校 15：15
９日 ALT 委員会 1～4 年下校 15：00
10 日 分団班長引継 市Ｐ連新旧本部役員会
11 日 ALT
12 日 学級大掃除 ワックスがけ
15 日 特別日課 安全点検 低下校 14:15 高下校 15：15
16 日 ALT
18 日 ALT 卒業式練習
19 日 卒業式練習 学級会計監査
20 日 春分の日
22 日 特別日課 低下校 14:15 高下校 15：15
23 日 卒業式練習
24 日 卒業式準備 低学年・6 年下校 14:15
25 日 卒業式 在校生下校 11:40
26 日 修了式・離任式 集団下校 11:40
＊卒業式に参加する在校生については、感染状況をみて
３月初旬までに判断する予定です。現時点では、１～
４年生は登校日にしない方向で考えています。
＊令和３年度の始業式・入学式は４月７日（水）です。

