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まだまだ寒い日が続きますが、子どもたちは元気に過ごしています。 
 雨水を迎え、暦の上では、雪が雨へと変わる季節となりました。週間天気予報からも雪の記号

が減り、雨の記号へと変わってきました。ただ、日中、日が出ると暖かさを感じますが、朝晩は

まだまだ氷点下の日が続いています。今年は雪が比較的少ない冬ですが、1 月下旬に降った雪の

ように、春へと変わる 3 月にも大雪になる事もあります。そのようなとき、早朝より地域の方や

保護者の方が、子どもたちの安全な登校のために通学路の雪かきをしていだきありがとう

ございます。おかげで雪の日でも、子どもたちは元気に登校し、日々の学校生活を過ごし

ています。（1 月と 2 月の雪の日は、校庭で大喜びに遊ぶ姿が見られました。）子どもたち

の元気がみられる一方、残念ながら、コロナウイルスに加え、3 年ぶりのインフルエンザ

の流行も懸念されます。学校でも引き続き、できる限りの感染防止対策を行っていきたい

と思います。今後とも保護者の皆様、地域の皆様には本校の教育活動の様々な場面でご協力、よろしくお

願いいたします。 

【6 年生から 5年生へと引き継がれます】 
年が明け、いよいよ児童会も 6 年生から 5

年生へと引き継がれる時期となりました。ま

ずは、次期児童会長候補者による立会演説会

と児童会長選挙が 2月 1日（水）に行われま

した。今年度は 2年ぶりに 3年生～6年生が

体育館で一堂に会して演説会を行いました。

5 年生の候補者、推薦責任者各 4 名が、真剣に自分の考えを発表し

てくれました。演説会後、その場で投票が行われました。投票した

児童も、真剣に演説をしてくれた候補者、推薦責任者の思いに応え

ようと静粛の中、一票を投じていました。 

また、2月 16日（木）には児童総会が行われ、6年生が 1年間活動してきた内容を堂々と発表し、新役員

となった 5 年生にその思いを引き継ぎました。今後は、2 月 28 日（火）より 5 年生による新体制の児童会

が始まります。6年生の皆さん、今までお疲れ様でした。5 年生の皆さん、これからの岸野小学校をよろし

くお願いします。 

【わか竹を育む会および学校保健員会が開催されました】  
2月 7日（火）、より良い学校運営を行うために、岸野地区の各団体の代表の方に岸野

小学校の活動についてご意見をいただく、わか竹を育む会（学校運営委員会）が行われ

ました。学校からは、学校の様子と学校自己評価の結果についてお話しさせていただき

ました。それぞれの団体の皆様からは、「コロナ禍でこの 2年間できなかった活動が、工

夫することで少しずつできるようになってきた。これからも岸野小学校の子どもたちの

ために活動していきたい。」との心強いお言葉をいただきました。また、今年度はこの会の中で、学校にお

ける健康の問題を研究協議し、健康づくりを推進する目的で行われる「学校保健委員会」も開催されました。

日本体育大学の城所先生に、毎年 4年生と 6年生の児童が、活動量計を一定期間身につけ、ご家庭でも協力

いただいて測定している「活動量計調査」の結果から、「岸野小学校の子どもの身体活動の実態について」

オンラインにてお話をしていただきました。その中で、城所先生からは「からだは全ての活動の資本である」

こと、そのためにも元気で健康なからだづくり、規則正しい生活習慣が大切であるというお話とともに、測

定した多くの学年で身体活動（1日 60分）、歩数（1日 12000歩）の基準とも未達成であること。また、ス

クリーンタイム（電子媒体の使用時間のこと。本調査ではテレビ、ゲーム、スマホの時間を合計して算出。

1日 2時間が目標値）の結果が、平日少ない学年で平均 2.0時間、多い学年で平均 7.7時間。休日は少ない

学年で平均 3.9時間、多い学年（ほとんどの学年がこちらにあてはまりました。）で平均 7.3時間という衝

撃的な結果をお話しいただきました。この結果を受けて、学校でもメディアと健康について継続して指導し

ていきたいと思います。ご家庭でも、メディアとの付き合い方について、お子さんと一緒に考える機会をも

っていただきたいと思います。 



『学校からのお知らせです』 

1.卒業式及び入学式について 

3 月 15 日（水）に行われる卒業証書授与式についてお知らせいたします。本来でしたら、多くの方々に

6 年生の晴れの舞台をお祝いしていただきたいところですが、本年度は、新型コロナウイルス、インフルエ

ンザ等の感染症拡大防止対策の観点から、参加者を 6 年生児童、保護者、5 年生児童、職員に絞っての開催

とします。また、令和 5 年度入学式〈4 月 6 日（木）の予定〉につきましても、新 1 年生児童、保護者、新

6 年生（現 5 年生）、職員に参加を絞っての開催とします。 

そのため、卒業式および入学式を楽しみに期待されていたご来賓の皆様には大変申し訳ありませんが、本

年度は、ご来賓の皆様のご臨席はご遠慮いただくこととなりました。ご理解の程、お願い申し上げます。 

2.PTA送別会、PTA歓迎会の中止について 

 新型コロナウイルスおよびインフルエンザ等の感染症拡大防止の観点から、例年行われている令和 4 年

度 PTA送別会及び令和 5年度 PTA歓迎会は、中止とさせていただきます。 

3．その他 

現在、佐久市内では、新型コロナウイルス感染症に加えて、インフルエンザの罹患者も増えてきていま

す。引き続き、各ご家庭での、毎日の健康チェックの記入をよろしくお願いいたします。また、今後も児

童・ご家族に発熱等の風邪症状が見られる場合は、かかりつけの医療機関等へ速やかにご相談ください。

その際は、学校（土日祝日は、佐久市役所 代表電話 ６２－２１１１）へもご連絡をお願いいたしま

す。 

現在の市内の状況を鑑みると、今後、学校行事や学習（登校）形態等が変わってくることも考えられま

す。そのような変更がありましたら、随時オクレンジャーや家庭通知でお知らせいたします。 

2月後半から４月当初の主な予定（今後、新型コロナ、インフルエンザの感染状況によって予定が変更になる場合があります） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月（決定しているもの） 

・27 日（月） 図書返却期間（～3/3） 

・28 日（火） 令和 5 年度新児童会（6 校時） 学習支援ボランティア打合会②9:00～10:00 

3 月（決定しているもの） 

・ 1 日（水） 放課後学習 

・ 2 日（木） 6 年生を送る会(6 校時) 

・ 3 日（金） 支部児童会 8:20～8:40) 

・ 6 日（月） PTA 理事会 17:30～ PTA 支部長会 18:00～ PTA 評議員会 18:30～ 

・ 8 日（水） 放課後学習(今年度最終) 

・ 9 日（木） 事務処理のため、全校 5 時間授業 全校一斉 15:10 下校 

・10 日（金） 事務処理のため、全校 5 時間授業 全校一斉 15:10 下校 

・13 日（月） 事務処理のため、全校 5 時間授業 全校一斉 15:10 下校 

・14 日（火） 3 学期終業式（TV 放送で行う） 卒業式準備  

1,2,3,6 年下校 13:20(バス 13:20)  4,5 年下校 14:30(バス 14:30)※バス 2 回出ます 

・15 日（水） 令和 4 年度 卒業証書授与式 

※6 年生児童、6 年生保護者、5 年生児童、職員参加、来賓不参加  1～4 年生は各教室で TV 放送にて視聴 

・16 日（木） 春休み（～4 月 5 日まで） 

・27 日（月） 新 5、6 年生（現 4、5 年生）新年度準備作業  8：20 新 5、6 年生登校 11：30 下校 

4 月（現在の予定です） 

・ 6 日（木） 1学期始業式 ・2～6年生 8：20までに登校  ・2～5年生 9：40 下校 

入学式 ※参加者…1 年生児童、保護者（2 名まで）、6 年生児童、職員参加、来賓不参加  

6 年生下校 10：45  1 年生下校 11：25 

・ 7 日（金） 登校指導 2～6 年生 給食開始 PTA 父母委員会・PTA 各部会 

事務処理のため、1 年生 11：20 下校 2～6 年生 14：45 下校 

・10 日（月） 登校指導 1 年生給食開始 6 年生全国学力・学習状況調査(児童質問紙オンライン回答) 

事務処理のため、1 年生 14：10 2～6 年生 15:10 下校 

・11 日（火） 守り隊紹介式(朝)・守り隊総会（体育館にて紹介式、学習センターにて総会） 

事務処理のため、1 年生 14：10 2～6 年生 15:10 下校 

・12 日（水） PTA 理事会・PTA 支部長会・PTA 評議員会 

事務処理のため、1 年生 13：25 2～6 年生 14：15 下校 

・13 日（木） 交通安全教室（2,3 校時）1 年生 14:10 2 年生 15:10 3～6 年生 16:30 下校 

・14 日（金） 授業参観日 PTA 総会 全校一斉 14:10 下校 


