
７月の生活目標

廊下は静かに

右側を歩こう！

＊友達を思いやってすごそう

情けは人のためならず！情けは人のためならず！
校長 大塚正樹

学校生活が再開し、分散登校や土曜授業が始まり1か月が過ぎ
ました。前間っ子は毎日元気に登校し、3密を避けながら勉強や
運動を一生懸命している姿は教員もエネルギーをもらえ、保護者
や地域の皆様に公開できないのが残念です。
さて、本校の教育目標に思いやりをもつ子とあり、校歌でも「心

優しく助け合い」とあります。登下校だけでも、登校班で何度も
振り返り班員を確認する班長さんや、カバンから荷物を出す際に
傘をさしてあげるお友達等やさしい場面をよく見ます。人のため
に親切にすると、いずれ巡り巡って自分に恩恵が返ってくるとい
う諺に「情けは人のためならず」とあります。人のためを考える
と自分も幸せになるというお話「長い箸」を紹介します。
むかし、ある男がえんま大王様に会いに行き、天国と地獄とい

うのは、どういう世界なのかを聞きました。すると、えんま大王
様は、男に、天国のようすと地獄のようすをそれぞれ見せてくれ
ました。
まず地獄では、ちょうど食事の時間だったので、人々が、なが

ーいはしを持って大きいなべの前にあつまっていました。この地
獄では、ながーいはしで食事をしなければならない決まりなので
す。人々は、ながーいはしで、なべの中のごちそうをとって食べ
ようとするのですが、あまりにながーいので、どうしても自分の
口にごちそうがとどきません。それでみんな、何も食べられずお
なかをすかせ、やせこけて、他の人の食べ物を横取（よこど）り
しようとして、けんかばかりしていました。えんま様は、次に天
国を見せてくれました。天国も食事の時間でしたので、人々は、
地獄のと同じ、ながーいはしをもって、地獄のと同じ、大きいな
べの前にあつまっていました。天国でも、ながーいはしで食事を
しなければならない決まりなのです。天国の人々は、おだやかな
顔をして楽しそうにごちそうを食べていました。ながーいはしで、
おたがいに仲良く 他の人とごち
そうを分けあっているのです。こ
うして地獄にいる人々は 自分の
ことばかり考えているために、い
つまでもけんかをして何も食べら
れず、天国の人々は おたがいを
思いやっているので 仲良くくら
せるのだ、とえんま大王様が教え
てくれました。

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
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もうすぐ夏休み
保護者・地域の皆様には、不審者対応や交通安全指導のため、

登下校時のみならず放課後も多くの方々に見守り頂き、ありが
とうございます。さて、あと１ヶ月で夏休みです。「1 日 3 回歯
を磨ける人は交通事故に遭わない」と言われています。ぜひ、
規則正しい生活を送り、安全に気をつけた
生活をさせてください。始業式の日には全
員が元気に登校してくれることを願ってい
ます。

の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 水 さわやかタイム 発育測定・視力検査（2･3･5･6 年たけのこ）
２ 木 朝学習 懇談会（４～ 6 年）発育測定・視力検査（1･4 年）
３ 金 さわやかタイム 懇談会（1 ～ 3 年･たけのこ） PTA 委員会総会 資源回収
４ 土
５ 日
６ 月 朝学習
７ 火 朝学習 学校評議員会
８ 水 さわやかタイム 聴力検査（2･5 年たけのこ）
９ 木 朝学習 委員会② 聴力検査（1･3 年）
10 金 特別日課 漢字検定
11 土 土曜授業
12 日
13 月 朝学習 自分コントロールカード配布
14 火 朝学習
15 水 さわやかタイム 埼玉県学力学習状況調査（4 ～ 6 年）
16 木 朝学習 クラブ①
17 金 さわやかタイム
18 土 前間小家庭読書の日
19 日 前間小家庭読書の日
20 月 特別日課 5 時間
21 火 特別日課 5 時間
22 水 特別日課 5 時間
23 木 海の日
24 金 スポーツの日
25 土 土曜授業
26 日
27 月 特別日課 5 時間
28 火 特別日課 4 時間
29 水 特別日課 4 時間 給食最終
30 木 特別日課 3 時間 一斉下校
31 金 特別日課 3 時間 第 1 学期終業式
８月の主な予定

11 日（火）～ 14 日（金）学校閉庁日
18 日（火）第 2 学期始業式 20 日（木）給食開始 委員会

2 学期の土曜授業 8/22 8/29 9/26 10/10 11/7 11/21 12/5 12/19

 

さつまいも苗植え ６月８･９日

今年も高鹿さんの畑をお借りして、2・3・4 年生がさつまいも
の苗を植えました。高鹿さんのご指導で、苗の植え方を教わり、
みんな丁寧に作業を行っていました。10 月に、大きく育って収穫
できればいいなと思います。

寺山友也前校長先生の掲額式 ６月１８日（木）

寺山前校長先生においでいただき、校長室に写真を飾る掲額式
が行われました。委員会を終えた 5・6年生が挨拶しに来てくれ、
メッセージを渡しました。また、PTA からの花束贈呈がありまし
た。ありがとうございました。

委員会活動の開始
６月１８日（木）

令和 2 年度初めての委員会
活動を行いました。どの委員
会も、密にならないようにお
互いの距離を取り、委員長等
の役員決めや活動内容の確認
等を行いました。

ホームページ

更新中



第１学期始業式 ６月１日（月）

放送による始業式を行いました。新型コロナウィルス感染予防の 3密を避けるため、教室の机をず
らしたり、37 人の 4 年生は広いふれあいルームに入りました。みんな「ハイ ニコ ピン」の正し

い姿勢で真剣に話を聞けていました。

児童代表の言葉

２年１組 小黒 華穂

わたしは、二年生で頑張りたいことが２つあります。一つ目は、新一年生にやさしく教えてあげ

たり、一緒に遊んだりすることです。もう一つは、勉強です。特に国語を頑張りたいです。漢字を

書いたり、文を書いたり、たくさんしたいです。書写も頑張って字がきれいになりたいです。

４年１組 最上 あかり

わたしは、四年生で頑張りたいことが５つあります。一つ目は勉強です。一年生から三年生まで

の勉強はできたけれど「四年生になったらもっと勉強が難しくなる」と先生が言っていたからです。

二つ目は、低学年のお手本になることです。もし、高学年のわたしが、低学年の前で悪いことをし

ていたら、低学年の人が「あんなことをしてもいいんだ」と思ってしまうからです。三つ目は運動

です。わたしは、足が遅いので運動会やマラソン、友達とのかけっとでは、いつも負けてしまいま

す。だから、もっと速く走れるように８秒間走や朝マラソンを頑張りたいと思います。四つ目は、

書写です。わたしは、字はそこまできれいではないし、金賞も一度もとったことがないので、授業

でノートを意識して書いたり、字の練習をもっと頑張ったりしたいです。五つ目はお手伝いです。

いつも家でお風呂掃除などのお手伝いはしていますが、今度は今までとは違うお手伝いもしようと思っています。こ

の五つのことを目標にして、低学年の人のお手本となるような四年生になれるように頑張りたいです。

第３７回入学式 ６月２日（火）

2回延期された入学式が無事開催されました。新一年生、蒸し暑い日でしたが、笑顔で 3密を避け、
素敵な笑顔で返事できた入学式でした。ご協力ありがとうございました。また、新一年生の保護者の

皆様には役員決めにもご協力いただきありがとうございました。

新型コロナウィルス感染防止対策前間小モデル(Ver.2)
前間小学校長 大塚正樹

集団感染が確認された場に共通する「３つの条件」（換気の悪い密閉空間・多くの人が密集・近距
離での会話や発声）が重ならないようにするために、教育活動を行う上で、次の４つを本校の基本的な
考えとします。
①一度に大人数が集まって人が密集する場面を避ける。
②ドアや窓を大きく開けて、こまめな換気を十分行う。
③可能な限り近距離での会話や大声での発声を控える。
④消毒液の使用などの防護措置を講じる。
《本校の感染症対策》
【ご家庭で】
■お子様の毎朝の検温と風邪の症状の確認をお願いします。お子様に発熱（３７．５℃以上）や風邪症状が

みられる時は、自宅で休養するようお願いします。
※健康観察カードはカバンに着けて登校させてください。

■お子さんに「毎日のマスクの準備」と「マスクを持っているかどうか」の声かけをお願いします。また、ハン

カチとティッシュは、毎日、持たせてください。
※炎天下の屋外で人との距離(1.5m)が取れるときは熱中症防止のためマスクを取ります。

■保護者、ご家族の皆様も学校にお越しになる際は、必ずマスクの着用をお願いします。
■学校でお子様に発熱等風邪の症状を確認した際は、お迎えにきていただき、自宅で休養をお願いします。
■ご家庭におきましては、免疫力を高めるために、お子様の十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食
事をお願いします。

【学校】＊原則マスクを着用（教職員、児童）して、授業や活動をします。
■学校では、「手洗い」・「咳エチケット」（マスクを着用する・ティッシュやハンカチで口鼻を覆う・袖で口鼻
を覆う）を徹底します。授業中（委員会活動やクラブ活動等も含む）も、マスク着用で授業を行いますの
で、マスクを持たせてください。※体育の時間はマスクを取ります。

■日本政府から学校に支給されたマスクは、一つはランドセルに入れてもらいます。マスクを忘れたとき等の
予備として使ってください。

■朝登校したら、教室で消毒する場を設けます。また、休み時間は必ず手洗いうがいを行います。
■大きな声を出すこと（挨拶や音読等）は自粛します。
■教室の机は、できる限り間隔を空けます。ペア学習や席をくっつけての班活動等は控えます。
■※暑い時はエアコンを入れ、換気としては、２方向のそれぞれ１つ以上の窓を開けます。また、休み時間ご
とに２方向のそれぞれ１つ以上の窓を広く開けます。廊下の窓も、こまめに開けて換気します。

■感染症対策を講じてもなお、感染の可能性が高い学習指導については、当面は行いません。指導の順序
変更や指導計画の見直し等、必要な措置を講じます。
例：音楽科（狭い空間や密閉状態での歌唱指導、身体の接触を伴う活動）家庭科（調理等の実習） 体

育科（密着する運動、近距離で組み合ったりする運動※水泳は中止）
■休み時間、室内で密集する遊びや近距組み合ったり、接触したりする遊びを避けるため、基本的に天気の

良い日は外で遊ぶようにします。雨天時は、読書を推奨します。
■授業中や給食中は、机を向かい合わせにならない座席体形にします。
■※給食に関しては、配膳を行う児童と教職員の健康確認や、食事前の手洗い消毒を徹底し、給食中の会
話はこれまで以上に控えるよう指導します。

■※多くの児童が手に触れる箇所（手すり、スイッチ等）は、消毒や洗浄を行います。
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