
６・７月の生活目標
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・赤い線の右側を歩きます。

おたがいに声をかけ合いましょう。

Society5.0に向け GIGAスクール
構想 STEAM教育を推進

校長 大塚正樹
国内では、緊急事態宣言や蔓延防止法が適用されている中です

が、前間小では、Zoomを使ったお話朝会、児童集会、音楽朝会
と分散した全校さわやかタイム等「チャレンジ新前間小」の合言
葉のもと、感染拡大防止のため、規模を縮小し、時間を短縮し、
工夫しながら様々な取組を進めています。また、今年は、花や野
菜の苗を植えたり、県や国の学力学習状況調査等、昨年度は休校
でできなかったこともできました。
今教育界では、上記のような英語が多く登場し、令和の日本型

学校教育について取り上げられています。
society5.0の時代とは、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（S

ociety 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.
0）といった人類がこれまで歩んできた社会に次ぐ第5の新たな社
会を、デジタル革新、イノベーションを最大限活用して実現する
という意味で「Society 5.0」といわれています。Society 5.0は、
ICTやIoTなどのデジタル革新により「社会のありよう」を変える
ことによって、社会が抱える様々な課題を解決しようとする、包
括的なコンセプトであり、国連が提唱する「持続可能な開発目標
（SDGs）」と絡めて、「Society 5.0 for SDGs」とも用いられ
ています。その実現のために、革新的な人工知能(AI)の技術やロ
ボットなどがあげられています。
GIGAスクール構想とは、児童1人1台の学習者用PCと高速ネッ

トワーク環境などを整備する計画です。学習指導要領には「情報
活用能力の育成」や「ICTを活用した学習活動の充実」が明記さ
れています。プログラミング教育が必修化し、動画活用なども進
められてます。
最後に、STEAM教育とは、 Science（科学）、 Technology

（技術）、 Engineering（工学）、Mathematics（数学）を統合
的に学習する「STEM教育（ステムきょういく）」に、 さらにAr
ts（リベラル・アーツ）を統合する教育手法です。STEAM教育
では、生徒児童の数学的、科学的な基礎を育成しながら、批判的
に考えたり、技術や工学を応用して、想像的・創造的なアプロー
チで、現実社会に存在する問題に取り組むように指導します。
AIが発展した未来を生きる前間小の児童には、これらの時代に

活躍する力を身につけるため、今までの教育に加え、パソコンを
取り入れ、粘り強く考える力がつくよう、基礎的基本的な知識技
能の習熟に努めています。引き続き、地域や保護者の皆様には、
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１９５名（令和３年６月１日現在）

１年生２２名 ２年生４８名 ３年生３５名

４年生２８名 ５年生４１名 ６年生２１名

夢を育む学校－チャレンジ新前間小－

住所：三郷市前間１９７－１
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の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 火 漢字計算 プール清掃
２ 水 さわやかタイム 第１回学校応援団会議
３ 木 お話朝会 古代から教室へのメッセージ６年
４ 金 さわやかタイム ブックトーク３年
５ 土
６ 日
７ 月 読書タイム
８ 火 児童集会 希望個人面談日 校内硬筆競書会
９ 水 プール開き
10 木 漢字計算 クラブ ロング昼休み
11 金 さわやかタイム 特別日課５ 漢字検定 ４年リユース見学
12 土
13 日
14 月 読書タイム
15 火 音楽集会
16 水 さわやかタイム
17 木 漢字計算 クラブ ロング昼休み
18 金 さわやかタイム
19 土
20 日
21 月 言葉の力タイム 自分チャレンジカード配布 食育指導６年
22 火 群読朝会
23 水 さわやかタイム
24 木 漢字計算 クラブ ロング昼休み
25 金 さわやかタイム スクールカウンセラー細谷先生来校
26 土 前間小家庭読書の日
27 日 前間小家庭読書の日
28 月 読書タイム
29 火 お話朝会 希望個人面談日
30 水 さわやかタイム
１ 木 漢字計算 授業参観・懇談会５・６年 学校評議員会
２ 金 さわやかタイム 授業参観・懇談会３・４年 資源回収
３ 土
４ 日
５ 月 漢字計算 授業参観・懇談会１・２年
※状況によっては変更、中止になる場合があります。
○学校公開中止：７月３日（土）休み ５日（月）通常授業

９月４日（土）休み ６日（月）通常授業
○授業参観・懇談会の実施：上記の通り（詳細は手紙で）
○修学旅行延期：７月22～23日から11月2･3日に変更 福島県

読書コーナー ルーベン先生おすすめの本
はらぺこあおむし（The Very Hungry Caterpillar） 作：エリック・カール
２３日に亡くなった絵本作家エリックカールさんの代表作。

おなかをすかせたアオムシが１週間、果物やお菓子、葉っぱを
食べ続け、最終的に色鮮やかなちょうちょになる話です。ＡＬＴのルーベ
ン先生は小学校のころ先生に読んでもらったそうです。仕掛け絵本で食べ
た箇所は穴が開いていて、そこに指を入れながら何度も読み返した、最後
のページのちょうちょがとても美しかった、今度子どもたちに読み聞かせ
をしたいとのことです。なお、この作品で、昨年度卒業生の大原悠也さん
が英語スピーチコンテストに出場し、すばらしい発表しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るお願い
現在、市内小・中学校では家庭内感染が拡大しています。先日メール
や手紙で配布しましたが追加事項もありますので、ご確認ください。
１ ＰＣＲ検査受診時
⑴ 本人やその家族が体調不良によりＰＣＲ検査を受診
・学校へ速やかにご連絡
・児童は「出席停止」。陰性が確認できるまで登校は控える。
・本人や同居のご家族が体調不良の場合、引き続き登校は控える。

⑵ 本人やその家族が濃厚接触者として特定されＰＣＲ検査を受診
・学校へ速やかにご連絡する。
・児童は、「出席停止」。保健所等から外出禁止期間を指示された
期間終了まで、登校を控える。

⑶ 事業所等の定例検査や入院・手術前の事前検査等で体調不良によらないＰＣＲ検査
・欠席の必要はなし。但し、この場合も学校へ連絡。

⑷ ＰＣＲ検査受診の結果が陽性で、学校と連絡がつかない場合は市役所
（９５３－１１１１）に連絡してください。

２ 御家庭での日常の健康観察
登校前に必ず検温・健康観察を行い、発熱、咳等の風邪症状等があ

場合は、登校せず、休養してください。

ホームペー

ジ 更 新 中

よろしくお願いします
今年度、スクールカウンセラーとして月に１
回来て頂きます。ご希望の方は連絡ください。
６月の来校日：６月２５日（金）午前
名前：細谷あやめ

熱中症に注意
これから暑い日が多くなっていきます。体が気温の上昇に慣れていないこ

の時期は、特に熱中症の危険性が高くなっています。学校では「新しい生活
様式」を踏まえた熱中症予防について以下のようにを指導していきます。ご
家庭でも声かけをお願いします。
１「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント
○屋外で人と十分な距離（少なくも２ｍ以上）が確保できる場合には、
マスクをはずしてもよい。
○マスクを着用している場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のど
が渇いてなくもこまめに水分補給をする。
○冷房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保する。
○体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養する。
○３密（密集、密接、密閉）を避ける。

２ 従来からの熱中症予防行動の徹底
○暑さを避ける。
・室内の温度・湿度をこまめに確認し、適切に管理する。
・涼しい服装を心掛け、外に出る際は帽子を活用する。
・少しでも体調に異変を感じたら、涼しい場所に移動し、水分補給する。
・気温３５度以上になったら、運動を中止する。
○のどが渇く前に、こまめに水分補給をする。
○適度に運動を心掛け、身体が暑さに慣れるようする。



ゴーヤネット設置・土作り ５月１２日（水）
ゴーヤ苗植え ５月２０日（木）

１１年連続の三郷市「緑のカーテン賞」を目指し、今年もゴー
ヤを育成します。１２日は学校応援団、PTA ゴーヤ係の方々に集
まって頂き、ネット張りと土作りを行いました。
また、２０日には昼休みに、ゴーヤの苗植えを行いました。姿

育体操を PTA や学校応援団の皆様に見ていただいた後、３密を避
けるため、６年生が縦割り班の代表として苗植えをして、１～５
年生は見学しました。みんなで大切に育てていきます。

ズームによるお話朝会・児童集会５月１１日（火）１８日（火）

今回初めて、ズームで実施しました。１１日のお話朝会では校長
室から中継し、各教室で校長先生の講話を聞きました。「くまのこ
うちょうせんせい」という絵本の読み聞かせから、「思いやり」「勇
気」について話しました。
また１８日の児童集会で、運動委員会と給食委員会の発表を行い

ました。運動委員会では姿育体操のコツを実際に演技したり、給食
委員会では〇×クイズをし、その場で正答率がわかるなど、放送集
会ではできないことにチャレンジしました。

6年租税教室
５月１８日（火）

越谷法人会青年部の方がみえ、税

金の大切さについてわかりやすく、

楽しく授業をしてくださいました。

実際に１億円の重さをみんなで体験

しました。

埼玉県学力学習状況調査４・５・６年 ５月２０日（木）
全国学力学習状況調査６年 ５月２７日（木）

範囲は、前学年までのところです。授業や宿題で、取り組んでき
ました。苦手な長文も頑張って解いていました。結果をこれからの
授業に生かしていきます。

２年ブックトーク ５月１０日（月）２０日（木）

学校図書館において、２年生で学校図書館司書による読書指導
で「いなばのしろうさぎ」を読んでいただきました。読書好きが
多い二年生は楽しそうに聞いていました。

避難訓練 ５月６日（木）

地震を想定した避難訓練を行いました。地震発生から第一次避難
して、教室で避難態勢をし、第二次避難で防災頭巾をつけて校庭に
避難する予定でしたが、雨天のため、廊下への避難の後、防災につ
いて学びました。

交通安全教室 ５月１４日（金）

低学年、中学年で交通安全教室をしました。三郷市生活安全
課交通安全係、交通指導員、交通安全母の会の皆様から、命の
大切さ、交通安全のルールについてご指導いただきました。あ
りがとうございました。
自転車については、４月に配布した「前間小学校よい子のや

くそく」に記載されてる通り、３年生以上は交通安全教室が終
了しましたので、学区内を自転車に乗ることができますが、安
全に注意するようご家庭でもご指導をお願いいたします。
１・２年生については、自転車に乗る際は、子どもだけで乗

ることなく、保護者と一緒にお家のまわりだけとなっています
のでご確認お願いします。

縦割り活動の開始 ５月１３日（木）

昨年度は実施できなかった縦割り活動。今年度は、できる範囲で
やっていきます。この日は、自己紹介と遊びの計画を立てました。

１年食育指導
５月２０日（木）

栄養教諭とティームティーチン
グによる食育指導がありました。
給食の準備等（手洗い・身支度・
挨拶・姿勢）についてご指導いた
だきました。


