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校長 中平 仁 
  

 ７月も終わろうとしていますが、今年は例年より梅雨明けが遅れています。毎日蒸し暑

い日が続いていますが、いよいよ明日から夏休みが始まります。 

４月から２か月間の臨時休校期間を経て、６月１日に入学式を行い、学校が再開し、分

散登校、一斉登校と、約２か月が過ぎました。 

この２か月、子供たちは元気に学校生活を送ることができました。

これもひとえに保護者の皆様、地域の皆様のご協力のおかげです。

あらためて感謝申し上げます。ご家庭でも通知表を参考にしていた

だき、お子様がよりよく伸びる話題と励ましの材料にしていただけ

ればと思います。 
 

毎日の学校生活では、新しい学級・学年にも慣れ、授業では、集中して、意欲的に学習

に取り組むことができました。初めは、声が小さかった挨拶の声が、日を追うごとに大き

くなり、マスクを付けなければいけない時と、外した方が良い時と自分で判断できるよう

になってきています。 

中休みの時間や昼休みには校庭で伸び伸びと遊ぶ子供たちの様子も見られました。あた

り前だった学校の日常が戻ってきたことを何よりもうれしく感じます。 

本校では新型コロナウイルス感染予防を講じた「新しい学校生活様式」の中での授業や

行事等の活動となっていますが、子供たちはその生活様式に順応してとても頑張りました。 
 

 さて、明日から子供たちも楽しみにしている夏休みに入ります。今

年はいつになく短い夏休みとなりますが、生活のリズムを崩さないよ

う、規則正しい生活（早寝、早起き、朝ご飯）を心がけ、夏休みにし

かできないことに挑戦して、思い出をたくさん作ってほしいと願って

います。 

病気や事故、特に交通事故には十分気を付けて、２学期には

全員が元気に登校してきてほしいと思います。 

学 校 教 育 目 標 

賢 く  優しく  逞しく 

 

志木三小だより 

学校運営協議会スローガン 

「ともに愛そう わがまち わが学校」 

安全で楽しい夏休みに 

２年生のミニトマト赤くなりました 

 



●夏季休業中は、平日 8:30～17:00 以外は留守番電話対応になります。緊急の際は、志木市教育委員会学校教育課（048-473-1111 内線 3122）までお願いします。

● 

安全で楽しい夏休みをお過ごしください 

明日からは、子どもたちが待ちに待った夏休みです。例年になく短い夏休みですが、め

あてをもって、規則正しい生活を送ることができるよう、ご家庭でもお声がけをお願いし

ます。留意点等につきましては、「夏休みの生活について」を再度ご確認ください。特に、

交通事故や不審者、お金やネット等のトラブルに気をつけてください。 

夏休みは、子どもたちの生活リズムが崩れやすくなります。起床・学習・遊び・手伝い・

帰宅時刻・就寝、そしてもちろん感染対策も含めて、お子さんと約束事を決めて安全で楽

しい夏休みにしてください。 

 

通知表を配付しました 

本日、担任より一人一人に渡しました。2か月間の

１学期でしたが、学校生活で努力してきたことやで

きるようになったことなどが書いてあります。ぜひ

お子さんの今学期のがんばりを、笑顔でたくさんほ

めてあげてください。保護者の方の賞賛や励ましは、

子どもの自信や意欲につながります。 

通知表には、ご家庭からの通信欄があります。ご記

入・ご捺印の上、８／１９（水）の始業式の日に、フ

ァイルごとお子さんに持たせてください。 

 

２学期の主な行事予定 ※本日現在の予定です。今後変更する恐れもあります。あらかじめご了承ください。

8 月 13 日(木)～17 日(月) 学校閉庁日 

19 日(水) 第 2 学期始業式 

          通学班会議・一斉下校(下校 11:00 頃) 

20 日(木) 給食開始 

20 日(木)～21 日(金) 1･2年 4 時間授業(下校 13:15 頃) 

                3～6 年 5 時間授業(下校 14:20 頃) 

25 日(火) 学校開放委員会 

9 月 4 日(金) 給食費集金日 懇談会 1･2 年 

7 日(月) 委員会活動 

8 日(火) 懇談会 4･5 年 

9 日(水) 懇談会 3･6 年 

10 日(木) 懇談会かしわ学級 

11 日(金) PTA 会費集金日 PTA 運営委員会・常任委員会 

12 日(土) PTA 除草作業･球根植え(予備日 19 日) 

18 日(金) 教育相談日 

26 日(土) 第 46 回運動会（予備日 27 日） 

28 日(月) 振替休業日 

10 月 2 日(金) 給食費集金日 

5 日(月) クラブ活動 

7 日(水)～9(金) 宿泊学習 5 年 

12 日(月) クラブ活動 

15 日(木)～21 日(水) 希望面談（19 日は除く） 

16 日(金) 教育相談日 

19 日(月) 南部教育事務所・志木市教育委員会学校訪問 

23 日(金) PTA 常任委員会 

26 日(月) 委員会活動 

27 日(火) 縁日集会 

31 日(土) 学校公開日 学校運営協議会 

11 月 2 日(月) 振替休業日 

6 日(金) 給食費集金日 

15 日(日) 開校記念日 

16 日(月) クラブ活動 

18 日(水) 体育科委嘱研究発表会 

20 日(金) 教育相談日 PTA 常任委員会 

26 日(木) 校内持久走大会 

30 日(月) 委員会活動 

12 月 1 日(火) 懇談会 3･5 年 

2 日(水) 懇談会 1･4 年 

3 日(木) 懇談会かしわ学級 

4 日(金) 懇談会 2･6 年 給食費集金日 

7 日(月) クラブ活動 

10 日(木)～11 日(金) 修学旅行 6 年 

11 日(金) PTA 常任委員会 

18 日(金) 教育相談日 

    1･2 年 4 時間授業(下校 13:15 頃) 

          3～6 年 5 時間授業(下校 14:20 頃) 

21 日(月) 1･2 年 4 時間授業(下校 13:15 頃) 

22 日(火) 1･2 年 4 時間授業(下校 13:15 頃) 

          3～6 年 5 時間授業(下校 14:20 頃) 

23 日(水) 4 時間授業(下校 13:15 頃) 

給食終了 

24 日(木) 第 2 学期終業式(下校 11:00 頃) 

 

【わが子の通知表の正しい見方】 

 にこにこ顔で見ましょう。  

 向上した点をほめましょう。 

 「もっとここを頑張ろう」と励ましましょう。 

 兄弟姉妹、友達との比較は控えましょう。 

 学期で楽しかったことを話しましょう。 

9/4給食費集金日 

2 か月分（9400 円）の 

集金です 

10月以降の給食費集金 

毎月（4700 円）の集金です 

3学期の給食費集金日 

1/15(金) 2/5(金) 

3/5(金)の予定です。 

運動会の参観について 

各家庭 2 名まで 

となります。 

ご承知おきください。 


