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学校再開から２２日
学校が再開して、３週間以上が経ちました。当初、コロナウイル
ス感染防止のための在宅により大きなストレスを抱えて登校して
きた子どもたちは、徐々に学校生活に慣れ、今では、暑い中ですが
集中して学習に励んでいます。
また、机の距離を離したり、マスクをしたり、密にならない集
まり方をしたり、手洗いや消毒をしたりするなど、新しい生活様式も定着してきました。
以前と違い少々窮屈な生活かもしれませんが、命を守るため慣れるしかありません。
修学旅行や自然学校は延期、プールや運動会は中止になりました。夏休みもかなり短
縮になり、例年と違う特別な年になってしまいました。しかし、そのような状況の中で
も、いや、こういう状況だからこそ、学校は「学ぶのが楽しい」「仲間と過ごせてうれし
い」と子どもたちが感じ、主体的な活動を通して充実感や達成感が得られる学校にして
いかなければと思っています。やはり学校は子どもたちにとって、やる気の出るところ、
楽しく居心地のよいところでないといけません。新田小学校がんばります！ご支援よろ
しくお願いします。

１・２年生 学校探検

６月４日（木）

校長室

２年生が１年生を案内して教室や部屋２０箇所を回りました。
密にならないように２０グループに分かれ、各グループの２年生
が１年生をやさしく導きながらその場所の説明をしました。１年
生は興味津々で見たり聞いたりしていました。

子ども福祉委員の任命

６月５日
豊岡市社会福祉協議会の職員さんから、福祉委員会のメンバ
ー一人一人に「子ども福祉委員」の委嘱状を渡していただきま
した。子ども福祉委員は、あいさつ運動をがんばったり、進ん
で地域の行事に参加したりして、新田地域をもっとよくしてい
こうという取組をします。がんばってください。

避難訓練

６月９日（火） 「自分の命は自分で守る」

今回は、震度５規模の地震があり、その後１階機械室から火災が発生
したという想定で行いました。Ｊアラートで地震を知らせる放送が流
れた直後に、頭を守るように机の下に潜り込み、机の脚をしっかり持ち
ました。地震がおさまると、教員の指示で「お
はしも」 ※ を守って運動場に出ました。緊張
感を保ちながらのスムーズな動きで園児・児童全員が無事避難で
きました。
いつどこで起こるか分からない地震です。「備え」をしておき
ましょう。
※「おはしも」

お＝おさない、は＝はしらない、し＝しゃべらない、も＝もどらない

校長先生に教えて
校長室の前の廊下に「校長先生に教えて」コーナーを作っています。
出すのは任意ですが、大勢の子どもたちがテーマ （約１０日で変更） に
ついての考えや思いを用紙に書きポストに入れてくれます。校長がそ
れを読み、返事を書いて返しています。
テーマ「学校で楽しみにしていること」（６月１日～１２日）※抜粋
・臨時休校で遊べなかったから友達と一緒に遊ぶこと。みんなと勉強すること。
・コロナウイルスが収まって、もとの学校生活にもどること。
・みんなに毎日会うこと。
・みんなと一緒に給食を食べること。

「みんな」という言葉がたくさん書いてありました。臨時休業中に友達と会えずに寂しい
思いをしていたことがうかがえました。友達と一緒に学習や遊びができることは普通ではな
く本当にありがたいことだと思います。

放課後の消毒
子どもたちが帰った後、机やいす、ド
ア、手すりなど、大勢が触るところを教
職員で消毒しています。

７月 行事予定
１日（水）
3 日（金）
8 日（水）
9 日（木）
１0 日（金）
１3 日（月）
１５日（水）
１６日（木）
２１日（火）
２７日（月）
２９日（水）

読み聞かせ スタートまでもうしばらく･･･

あいさつデー
委員会活動
歯科検診（1～3 年生）
歯科検診（幼・４～6 年生）
クラブ活動
1 年生心電図
安全の日
内科検診（幼～３年生）
内科検診（４～６年生）
児童朝会
代表委員会
学校評議員会

８月の予定
３日（月）個別懇談会（六方）
４日（火）個別懇談会（今森）
５日（水）個別懇談会（江本）
６日（木）校外児童会 給食最終日
７日（金）１学期終業式
学校通信に載せられなかった子どもた
ちの様子もホームページの学校ブログで
紹介しています。
また、この通信もカラーで見ることができ
ます。

急な変更がある場合は、メールやホームページでお知らせします。
短縮になりました

体育館の改修工事
照明の LED 化などの工事を７月下旬
頃から８月末頃まで行うため、体育館が
使用できません。ご迷惑をおかけします
が、ご理解・ご協力をよろしくお願いし
ます。正確な工事期間が分かり次第、メ
ール等でお知らせします。

夏季休業期間
小学校：８月８日（土）～８月１８日（火）
幼稚園：８月８日（土）～８月３１日（月）
【１学期終業式】（幼・小）８月 ７日（金）
【２学期始業式】
（幼）９月 １日（火）
（小）８月１９日（水）
冬季休業期間
幼・小：１２月２６日（土）～１月５日（火）

中止のお知らせ
「地区懇談会」「新田地区ラジオ体操」「地区水泳」 ※コロナ感染予防と夏休み短縮のため
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学 校 再 開

６月１日（月）～

約２ヶ月の臨時休校でしたが、やっと学校が再開できました。保護者の皆様には、長い休
校期間、ご協力をいただきありがとうございました。大人もですが、子どもたちもこの長い
休みは我慢することが多く、ストレスを抱えていると思います。学校では、子どもたちのス
トレスケアをしながら、通常の学校生活に徐々に戻していくつもりです。いくつかの行事が
中止、あるいは延期せざるをえなくなっているのが本当に残念ですが、 これまで以上に、
「学校に行くのが楽しい」「学習が楽しい」「友達と会えるのが楽しい」そのように思って
もらえる学校にしていきたいと思います。
さて、今日から改めて新年度がスタートします。仕切り直して、新型コロナウイルスの感
染予防に細心の注意を払いながら、教育活動を進めて参ります。しかし、学習はほとんど進
んでおらず約２ヶ月の遅れが生じています。そこで、学習を取り戻すキーワードを次のよう
に考えました。「時間（をつくる）」「効率化（を図る）」「協働（する）」です。
具体的には…
① 「時間」

教科の学習の時間を確保していきます。時間は限られていますので、学校
行事を精選します。
② 「効率化」時間がない中でも通常と同じ学力をつけるために、より効率のよい授業形
態を考え実践していきます。
③ 「協働」 学校はもちろん「ワンチーム」で取り組みますが、保護者の皆様や地域の
皆様の協力なしでは進みません。行事の削減についてのご理解、家庭学習
のお願い、授業時間の確保などについてご協力をよろしくお願いします。
ただし、初めに書いたように、長い休みでしたので、最初から通常どおりの学習や生活は
できません。子どもたちの発達段階によりますが、まずは学校生活に慣れることを優先して、
徐々に通常運転に戻していきます。
今年度ほど、学校で学習できることや友達と生活できることに感謝する年はありません。
まだまだ、感染症予防の注意や我慢は必要ですが、「できる」ことに喜びを感じて進んでい
ってほしいと思っています。新田小学校これからです！！ ご支援よろしくお願いします。
★当面の間、感染症予防のため、活動は学校内に限り、狭い空間や密閉状態での歌唱や運動、
身体の接触を伴う活動、調理実習、密集して長時間活動するグループ学習等は行いません。
★お子様のことで何かご心配なことがあれば、遠慮なく学校に相談してください。スクールカウンセ
ラーにも相談できます。
★のど痛、咳、発熱など、風邪のような症状がある場合は学校をお休みください。 欠席ではなく出
席停止とします。

モジュール学習始めます
モジュール学習とは通常 45 分の授業を 15 分ごとの 3 つに分ける短時間学習のことで、３日間
で１単位時間の授業カウントになります。今年度は、授業時数が足らないため、毎週水、木、金曜
日の朝のステップタイムの１５分間をモジュール学習として活用します。どの教科をするかは学年
ごとに違いますが、国語や算数が中心となると思います。ご理解ご協力をよろしくお願いします。

学校での感染症予防対策（主なもの）
・マスクの着用
・睡眠記録票の継続（毎朝検温をお願いします）
・手洗いと消毒の徹底
・教室では
机と机の距離をできるだけあける。窓をあけ、換気をする。
給食は配膳の前に机を丁寧に拭き、前を向いてしゃべらず食べる。
＊放課後は教室の机、ドア、スイッチ、手すりなど、手で触れるところを消毒する。
・
登校可能日

５月１２日～
任意の登校ですが、大勢の児童が学校に来ました。1 教室 20 人
以上にならないように、１週間に１～２日、「今森・六方地区」と
「江本地区」で分かれて登校をしました。
各教室では、心や体の健康チェックやストレス解消のための運動
や遊び、課題の進捗状況の確認などを行いました。また、１８日の
週からは帰る前に弁当給食を食べました。
子どもたちは、「学校に来たかった」「友達に会えてうれしい」
「早く普通の学校生活を送りたい」と話していました。子どもたち
の笑顔と声があふれる久々の学校らしい半日でした。

マスクをいただきました！
(株)タカアキ様から、感染防止に役立て
てほしいと自社制作の布製マスクをいただ
きました。ありがとうございました。さっ
そく、登校可能日に児童に配布しました。
有効活用してください。

学校行事中止のお知らせ
豊岡市共通で、プール指導（プール開
放）と運動会は中止となりました。
※感染症予防と児童の健康診断未実施の
ため

６月 行事予定
１日（月）
3 日（水）
4 日（木）
5 日（金）
9 日（火）
１2 日（金）
１５日（月）
２２日（月）
２３日（火）
２４日（水）
２６日（金）

明るい あいさつは 気持ちがいい！
登校可能日の集団登校で、６年生の班長が、
校門に立っている校長を見て「みんな、あいさ
つしようで」と声をかけていました。その班は
その指示どおり、校長の顔を見て明るい声であ
いさつをしていました。朝からとてもよい気分
になりました。
長い間、学校（集団）生活ができなかったの
で、あいさつを忘れてしまっているのではない
かと心配しましたが、さすが新田っ子です！！

あいさつはコミュニケーションの第一歩

読み聞かせ スタートまでもうしばらく･･･

短縮になりました

夏季休業期間変更
衣替え あいさつデー
小学校：８月８日（土）～８月１８日（火）
校外児童会
幼稚園：８月８日（土）～８月３１日（月）
縦割り掃除開始
冬季休業期間変更
1・2 年生学校探検
幼・小：１２月２６日（土）～１月５日（火）
委員会活動
避難訓練
クラブ活動 （避難訓練予備日）
学校通信に載せられなかった子どもたち
の様子もホームページの学校ブログで紹
安全の日
介しています。
代表委員会
また、この通信もカラーで見ることができ
児童朝会
ます。
金曜日の時間割
水曜日の時間割（５校時）講師招聘研修会のため
急な変更がある場合は、メールやホームページでお知らせします。

