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くましく

～「愛」
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仲間と協力～

９月26日(土)には保護者の皆様においでいただい
た「校庭運動会」を、そして29日(火)には、子ども
たちだけの「2020野沢小オリンピック～ぼくらの運
動会～」を行いました。コロナウイルス感染防止対
策のため昨年とは異なる運動会となりましたが、
「コ
ロナでもできる」「コロナだからできる」を合い言
葉に、それぞれの学年で工夫した種目に取り組みま
した 一人ひとりが、そしてみんなで力を合わせた
頑張り。保護者の皆様の温かい応援の中で、子ども
たちの姿は輝いていました。６年生が組み体操で表
現した「ＹＥＳ ＷＥ ＣＡＮ ～新しい世界を～」
世界はコロナという大きな困難にみまわれています。けれど、それを理由に立ち止まるのではなく、
ない状態からでも何かを生み出せる。自分たちはできる。自分の力で未来は変えていける。 ひとり
ではできないこともみんなとならできる。子どもたちの
力強さと可能性を強く感じました。
ご家庭の皆様には、いつもとは異なる状況の中で、い
つも以上に子どもたちの体調を気遣ったり、励ましたり
していただきました。ＰＴＡの皆様にも、ＰＴＡ作業、
当日の係活動など大変にお世話になりました。広く地域
の皆様においでいただくことができなかったことが残念
でしたが、保護者の皆様、地域の皆様の子どもたちへの
「愛」を感じた運動会となりました。ありがとうござい
ました。
〈児童会長

〇〇さんのあいさつから〉

‥‥新型コロナウイルスでいろいろが変わりました。全校児童の皆さんにとって、また６年生にと
っては小学校生活で最後で特別な運動会だったので、いつもとはちがう運動会になってしまったこ
とはすごく悔しかったです。個人的な話をすれば、リレーがなくなってしまったことが本当に悔し
かったです。昨年はリレーの選手になれなかったのも悔しかったし、家族の応援に応えられなかっ
たことはもっと悔しかったです。だからこそ，小学校生活最後のリレーの選手には絶対になりたい
と思っていました。今でも悔しさは残っています。また、全校で協力する大玉送りもなくなり、本
当に悔しかったです。そんな悔しい思いをした人がほかにもたくさんいたと思います。でも、「あれ
ができない」「これができない」そんなことを言っても何も変わりません。だから今出来ることを一
生けん命やろう、そんな気持ちで私たちは今日の運動会をやりました。今日の運動会で私たちの姿
に込められたいろいろな気持ちを少しでも感じ取ってもらえたらとてもうれしいです。
全校の皆さん。運動会のスローガン「愛～仲間と協力～」は達成できましたか。私は絶対達成で
きていたと思います。今日までこつこつ練習してきた真剣な姿、仲間と協力して一つのことをやり
とげようとする気持ち、そして今日の本番で練習の成果をかっこよく発揮できた姿は、本当に輝い
ていました。この運動会で深めた「愛」を運動会が終わった後の生活にもぜひ生かしてほしいと思
います。新しい運動会をこの野沢小学校のメンバーといっしょにできてよかったです。新しい運動
会をたくさんのお家の皆さんに見てもらえてすごくうれしかったです。全校の皆さんお疲れ様でし
た。見に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。
児童会長 〇〇 〇〇

季節の中で
◇

～いなごとり集会～

児童会が主催した、「いなごとり集会」が行われました。低学年と高学年がペアになり地域の田ん
ぼに出ていなごを捕ります。「初めていなごをつかまえられたよ」「ぼくは１０ぴきもとったんだよ」
と、話してくれる１年生。高学年のお兄さん、お姉さ
んが捕り方を教えてくれただけではなく、みつけたい
なごの居場所を教えてくれたり、自分が捕ったいなご
を譲ってくれた姿もたくさん見られたようです。
捕れたいな
ご は 、「 魚 し
ん」さんのご
厚意で、パッ
ク代、加工代
など度外視で
すべて買い上げていただきました。いなごを捕らせていた
だくことにご理解いただいた地域の皆様にも感謝申し上げ
ます。今年もまた秋の自然に触れ、伝統的な佐久の文化を
知り、姉妹学級の交流を深める大事な機会となりました

野沢小みんなの愛の木
◇

今年度、コロナウイルス感染防止のため中止となったＰＴＡ主催ふれあいまつりにかわり、ＰＴ
Ａ企画部が中心となり、
「野沢小みんなの愛の木」を制作していただきました。人と人とのふれあい、
きずなをテーマに、全校児童一人ひとりの手形でつくられた、「みんなの愛の木」です。集めた手形
を一つ一つ切り取り貼り付けるな
ど、たくさんの皆さんのお力でつ
くりあげていただいたものです。
現在は職員玄関を入った壁面に
掲示してあり、11月12日(木)に計
画している「音楽発表収録会」で
は、ステージバックとして飾らせ
ていただく予定です。学校におい
での際にはぜひご覧ください。

○

さまざまな発表の機会が失われている合唱部、ウィンドオーケストラ(ブラスバンド部)。それで
も子どもたちは感染予防に注意しながら練習を続けています。早く保護者の皆様や地域の皆様にも
直接聴いていただける日が来ることを願って
います。
合唱部の子どもたちが歌っている姿は、Ｓ
ＮＳにもアップされたものがあります。よろ
しければそちらもご覧ください。
☆「Ｎコン2020」ホームページから
「みんなのハモリ場カタリ場」
☆「がんばれコーラスプロジェクト」から

連

絡

不審者情報や事故に関する連絡について
日頃、子どもたちの安全について保護者の皆様や
地域の皆様に様々な面でご協力いただき、ありがと
うございます。
子どもたちの登下校時における不審者情報や事故
等の連絡をいただいた場合、必要がある場合には職
員が現場に急行します。全校の子どもたちにも注意
喚起が必要な場合は、全校指導を行います。また、
全保護者の皆様にも周知していただく必要があるこ
とについては、これまで通りオクレンジャーで送信
させていただきます。近隣での不審者情報等、場合
によっては集団下校等の対応をとらせていただくこ
ともありますのでよろしくお願いいたします。
また、事案によっては警察等に
すぐに対応していただいた方がよ
い場合があります。学校への連絡
と同時に、佐久警察署（０２６７
－６８－０１１０）或いは、南部
交番（０２６７－６２－０２４９）
にも直接連絡していただくようお願いいたします。
その際、お子さんやお家の方に警察署の方からの聞
き取りや、ライポくん安心メールで県内に発信して
もよいかどうかといった問い合わせがあります。お
手数をおかけしますが、すべての子どもたちの安全
のため、ご協力をよろしくお願いいたします。
ちなみに、学校から警察署への連
絡になりますと、お子さんへの警察
官による聞き取りの許可や、連絡先
の通知許可、ライポくん安心メール
送信の許可等を、折り返し保護者の
方に、とらせていただく必要があ
り、お仕事中などで電話がつながら
ない場合など、対応が遅れてしまう可能性が高いで
す。ですので、学校への連絡と同時に、警察署への
直接のご連絡について、ご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

4 年生スケート教室期日変更のお知らせ
年間行事予定では、12 月 3 日
(木)に 2､3､4 年生のスケート教
室となっていましたが、スケート
センターがコロナ感染対策実施
中のため、4 年生のみ実施日を
12 月 11 日(金)に変更します。
ご了承ください。

緊急連絡やご相談など学校への連絡について
土日祝日の緊急時の電話連絡については、確実に
繋がるように、学校ではなく、市役所宿直室（０２
６７－６２－２１１１）へお願いします。宿直室か
ら教頭、または校長に連絡が入ります。
また、担任への連絡や、お子さんに関するご相談
につきましては、平日の日中にご連絡いただきます
ようお願いいたします。裏面に相談窓口の各担当を
掲載しました。ご覧ください。

１０月下旬から１１月の予定
１０月
１６日（金）助産師講演会（５年）
国語科校内研究授業
ケーブルＴＶ放送（運動会）19:00～
１７日（土）科学作品展～10/18（創練センター）
２０日（火）尿検査（２次）
児童会⑧
歯科検診（２年）
２２日（木）歯科検診（４年）
２３日（金）秋の遠足（１年）
活動計授業（４年）
お月見・ハロウィン（４の３）
２６日（月）秋の遠足（２年）
遠足予備日（１年）
お月見・ハロウィン（４の２）
２７日（火）修学旅行（６年）～２８日
遠足予備日（２年）
２９日（木）６年計画休業
体育施設利用団体会議
３０日（金）総合的な学習の時間校内研究授業
お月見・ハロウィン（４の１）
ＣＳ運営委員会
１１月
２日（月）計画休業
３日（火）文化の日
４日（水）安全点検
歯科検診（６年）
引落日⑦
５日（木）月曜時間割
７日（土）少年少女サッカー大会
８日（日）管楽器交歓演奏会（野沢ウインドオーケストラ）
９日（月）小中連絡会
１０日（火）児童会
１１日（水）歯科検診（５年）
１２日（木）音楽発表収録会
１３日（金）ＬＧＢＴ講演会（６年）
社会見学（３年）
１５日（日）小学生駅伝大会
１６日（月）なかよし旬間～11/27（11/4 から延期）
相談旬間～11/27
からだと心の学習旬間～11/27
１９日（木）眼科検診（１，３，５年）
２０日（金）来入児発達検査、来入児保護者会
（３時間日課、下校 13:00 スクールバス 13:10 学校発）
２１日（土）ドッジボール大会
２３日（月）勤労感謝の日
２４日（火）ＣＳ運営委員会
２６日（木）眼科検診（２，４，６年）
月曜時間割
３０日（月）読書旬間～12/11

中止の行事
11/6（金）学校開放(祖父母参観)､ＣＳ推進委 中止
→ 12/9(水)に通常参観日として実施を検討中
その際に CS 推進委員会も併せて実施
11/12（木）芸術鑑賞会（サントミューゼ）中止
11/27（金）来入児交流会 中止

野沢小学校 相談窓口
～子どもさんが困っていませんか？～
小さなことでも、お気軽にご相談下さい。
☎０２６７－６２－０１０９

〔保護者の皆様へ〕 お子様のことで、気になること・ご心配なことなどありましたら、早めにご相談下さい。
☆友だちとの関係がうまくいかない

☆授業への集中がうまくいかない

☆疲れやすい

☆学校に行きたくない日がある

☆ルールのある遊びや集団での活動が苦手

☆睡眠がとれない

☆集団の中で活動すると疲れてしまう

☆トラブルが多い ☆整理整頓が手だ

☆生活リズムか崩れがち

☆先生や友だちに気持ちを伝えるのが苦手

☆音読が苦手だ

☆ゲームやネットの時間が長い

☆漢字が覚えられない

☆アレルギーが心配

教頭

特別支援教育コーディネーター

養護教諭

◆学校生活全般について

◆集団の中の生活づくり

養護支援員

◆どこに相談してよいか迷う時

◆個に応じた学習について

◆健康に関すること

は、
まず教頭にご連絡ください。

◆発達障がいに関わる相談

◆アレルギーに関すること

いじめ対策コーディネーター

◆心の健康に関すること

◆からかい、仲間はずし、暴力
など、いじめに関わること

（小さなことでもご相談ください）

☆専門の方につなぐことができます。
◆スクールメンタルアドバイザー ◆スクールカウンセラー

登校支援コーディネーター
子どもと親の相談員
◆不登校、登校しぶりに関すること

◆スクールソーシャルワーカー 東信教育事務所より派遣

