
５月の生活目標

気持ちのよい

あいさつをしよう

＊校内では名札をきちんとつけます！

臨時休業中 自ら学ぶ前間っ子に！臨時休業中 自ら学ぶ前間っ子に！
校長 大塚正樹

「夢を育む前間小」を4月にスタートさせましたが、新型コロ
ナウィルスの感染拡大防止の影響で、5月末日まで臨時休校が延
長されました。新学期の再開を楽しみにしていた児童の皆さん
の落胆、保護者の皆様のご負担を考えると、大変心苦しく思い
ます。
臨時休業中は、不要不急の外出を避けることと「3つの密」を

避け、早寝・早起き・バランスのとれた食事など、規則正しい
食事を心がけるとともに、手洗いうがいや咳エチケットなど基
本的に事をしっかりやってほしいです。
外出自粛は辛いですが、かっこいい憧れの仕事である宇宙飛

行士は何か月も狭い空間で数人の仲間と研究をします。勉強が
できるだけでなく、体力と精神力が必要で無重力の狭い空間か
ら出られない生活を何か月もしているのです。ここは、我慢力
を鍛える機会としていただくとともに、家庭で楽しみを見つけ
て長い休みを充実させてほしいです。また、臨時休業の延長に
伴い、世間では学習の遅れや、自宅学習の差を心配する声が上
がっています。本校では、教科書やプリント等を配布していま
すが、読書や教育テレビ・ラジオ、インターネット等を通して
「自ら学ぶ前間っ子」を発揮してほしいと思います。
例えば、新型コロナウィルスを学校で習った大人はほとんど

いませんが、人々は新聞やテレビ、インターネット、本や雑誌
等で学習し、どうしたら自らが感染しないか、もしウィルスを
もっていたとして人に感染させないためにはどうしたらよいか、
常に新しい情報を入手し対応していると思います。
勉強とは、本来、解き方を教えてもらって練習するだけでな

く、新しい問題に気付き、どのように解決するかを考えていく
ことが大切なのです。習ってないからといって何もしないので
なく、教科書を読み進むだけで「わかること」「わからないこと」
を意識するだけで6月の授業再開の予習になります。1回読んで
わからないことは、2回3回読んだり、前の学年の内容を復習す
るとわかる場合もあります。自ら学ぶ力を育てる機会にもなる
し、自由登校日に先生に質問することも可能です。
自分に合った学び方を身に着け、自ら学ぶ力を育てるいい機

会としてほしいです。
保護者の皆様には保護者会等すべてのPTA行事が中止されて

いる中ですが、お子様の様子を気にかけていただき、心配なこ
と、疑問があれば気軽に学校にお問い合わせください。家庭・
地域の皆様には今後とも、本校の取り組みに、ご理解とご協力
をお願いいたします。

学校教育目標

○思いやりをもつ子

○自ら学ぶ子

○元気よくがんばる子

児童数１９３名（令和２年５月１日現在）

１年生４４名 ２年生３４名 ３年生２６名

４年生３９名 ５年生１９名 ６年生３１名

夢を育む学校

住所：三郷市前間１９７－１

TEL：048-958-1211 FAX：048-958-1212

の予定
○臨時休業日 ５月１日（金）～２９日（金）
○自由登校日
５月１２日(火) または ５月１３日(水)
・課題を配布します。図書館で本を５冊以内借りてください。

１５：００～１６：００
５月２６日（火）または ５月２７日（水）
・課題を回収し、新たな課題を配布します。図書館で借りた本
を返し、新しく本を借りてください。
１５：００～１６：００

※ 上記の期間で都合の良い時間帯に登校させてください。
※ 臨時休業中ですので、欠席扱いにはなりません。
※ 低学年(1 年生，2 年生，3 年生)は保護者引率で登校して

ください。
※ お子様の登校が心配な場合は、保護者の方のみが取りに来

ていただいても結構です。
※ 午前中に本校にて受け入れ対応をしている児童には、その

際に配布物を渡させていただきますので、新たに登校する
必要はありません。

※ この期間にご都合がつかない場合は、別の日に保護者の方
が課題等を取りに来ていただいても結構です。その場合は、
お手数ですが学校にご連絡ください。

今後の予定
◆入学式・始業式４月８日→入学式６月２日（火）

始業式６月１日（月）
◆運動会 ５月２３日→１０月１７日

◆林間修学旅行 ７月２４・２５・２６日→１０月２３・２４日
◆夏季休業短縮（夏季休業日は８月１日～８月１７日）
◆土曜日授業実施 ６月～１２月、原則隔週に実施
（６月１３日､２７日､７月１１日､２５日､８月２２日､２９日
９月からの実施日は後日お知らせします。）

※ 国や県、市の動向で更に変更する可能性があります。
※ 他の行事も規模を縮小し時期を変更する可能性があります。

ホームページ閲覧のお願い
５月も３１日まで休校が延長され、学校運営の変更が相次ぎ

ご迷惑をおかけしています。今後も緊急連絡は、学校からの一
斉メール配信)や前間小学校ホームページに掲載します。
右のＱＲコードを読み取っていただくと直接ホームページにつ
ながります。(http://www.edu.city.misato.lg.jp/zenmasho/)
また、ホームページサイト内において、家庭学習のための取

組をアップしていきますのでご活用をお願いします。

休校中の家庭学習コーナーの活用について
現在ホームページに掲載中のものを紹介します。

○音楽科 自宅学習支援コンテンツ（教育芸術社）一学期前半に学
習する題材の音源が配信されています。

○文部科学省チャレンジクイズ（言葉や敬語、文化財に関するク
イズがあります）

○おすすめキッズサイト（教科書協会）外部サイトへのリンク
○理科 植物図鑑（教育出版）草花の観察等の自主学習にご活用
ください。

○文部科学省作成の週間計画表や運動取組カード
今日の時間割（ベネッセ 自宅にいながら学校と同様の生活が
送れるように、1日の流れに沿って国語、算数など教科に関連
するコンテンツや、学校からの課題に取り組める自習時間を設
定）対象1～6年

○漢字・計算ドリル（進研ゼミの会員でなくてもご利用頂けます）
1～6年生向け 漢字は教科書別、計算ﾄﾞﾘﾙは単元別になって
います。

○春の総復習ドリル（進研ゼミの会員でなくてもご利用頂けま
す)2～6年生向け 学年別の「3学期の総復習｣が活用できます。

○新1年生入学前プリント（進研ゼミの会員でなくてもご利用頂
けます）おなまえれんしゅうｼｰﾄやドリル形式のプリントがあり
ます。

○ネットレ(プリントアウトなしで活用できます）小1～中3向け
漢字や算数、英単語、百マス問題等があります。

○埼玉県立総合教育センター（家庭学習支援サイトの紹介）
学習で活用できるサイトが一覧にまとまっています。

○コバトン問題集
３年生以上の国語や算数、理科の問題と答えが活用できます。

○埼玉県学力・学習調査復習プリント
調査問題をもとに作成した復習シートが紹介されています。

○おうちで学ぼう！NHK for school（日本放送協会）
番組や動画を見ながら学ぶことができます。

○家庭学習をしよう（埼玉県教育局東部教育
事務所）

○「学力向上ワークシート」（埼玉県教育局東
部教育事務所）

○学習支援コンテンツポータルサイト
（子供の学び応援サイト）（文部科学省）



４月１４日(火)から１５日（水)の間の登校日にご協力いただきありがとうございました。この日が、新し

い担任との出会いの場となりました。短い時間でしたが、久々に登校できたこと、友達や先生に会えたこと

で、子どもたちはうれしそうでした。

臨時休業中の過ごし方
○「３つの密」（密閉・密集・密接）を避ける。

○外出後は、必ず手洗い・うがいをする。

○不要不急の外出を控える。

○換気をしっかり行う。

○検温を毎日行い、記録票に記入する。

○早寝早起き、規則正しい生活をする

○学校から出された学習課題を計画的に進める。

前間小では学校再開に向け、教材作成や修理等

学習環境の整備を行っています。また、学童保育

の児童を受け入れ後、校内の消毒作業を行ってい

ます。休業期間中も子どもたちが健康に過ごし、

元気な姿で会えることを願っています。

５年１組担任

奥田大介（おくだだいすけ）

学校が再開し、皆さんと

出会えることを楽しみにし

ています。校内で見かけた

ときは気軽に声をかけてく

ださい。よろしくお願いし

ます。

学校校務員

野阪よし子（のさかよしこ）

シルバーセンターより来

ました。この仕事は初めて

なので、少しとまどいがあ

りますが頑張ります。

よろしくお願いいたしま

す。

給食事務

安田真奈美（やすだまなみ）

はじめまして！給食が待

ち遠しいですね。楽しい給

食の時間になるように、前

間小の皆さんが、健やかに

育ちますように心をこめて

仕事をしていきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願

いします。

ＡＬＴ
ジョイ フィリップ イグボネム
Hello everyone. Please call
me Ms.Phips or Joy. I'm so
happy to be at jour School. I
look forward to having a
great year with you.
Thanks!
こんにちは。わたしのことは

「ミス フィリップ」または「ジ
ョイ先生」と呼んでください。
素敵な学校に来られてうれしい
です。皆さんと一緒にすばらし
い１年にしていきましょう。よ
ろしくお願いします。

主幹教諭

工藤伸彦（くどうのぶひこ）

はじめまして。すぐそば

の後谷小学校から来まし

た。皆さんと一緒に学習す

ることを、心から楽しみに

しています。気持ちも新た

に、全力でがんばります。

どうぞよろしくお願いいた

します。

１年 1組担任
小野妙華（おのたえか）

はじめまして！「きらり

とひかる」前間小学校のみ

なさんとたくさん遊び、勉

強できるのがとても楽しみ

です。一緒に楽しい時間を

作っていきましょう♪どう

ぞよろしくお願いいたしま

す。

１年２組担任

岩下裕子（いわしたゆうこ）

越谷市の桜井小から参り

ました。前間小の明るく元

気な子どもたちとの出会い

が待ち遠しいです。子ども

たちが、いつも笑顔で明る

い学校生活を送ることがで

きるように、頑張っていき

ます。よろしくお願いしま

す。

学校図書館司書

高木理恵子（たかぎりえこ）

４月より前間小でお仕事

をさせていただきます。光

がいっぱい入る図書館で、

皆さんに会えるのがとても

楽しみです。ぜひ素敵な本

と出会いにたくさん図書館

に来てください。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

学校校務員

髙橋三治（たかはしさんじ）

私は、岩手県北上市出身

で、少しなまりがあります

ので、聞き取れない場合が

あるかもしれないことをお

許しください。

一所懸命務めさせていた

だきますので今後ともよろ

しくお願いいたします。


