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「ワンチーム我が家」で、今だからできること
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新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、日本でも世界でも感染対応の最前
線で働く「医療従事者の皆さんに感謝を」といううねりが沸き起こっています。ス
ポーツ界・音楽界、ライトアップ等で「ありがとう」と連帯を表明し、鼓舞激励す
る
ることに、共感の輪が広がっているのです。これは人間の底力の発揮でこの絶対的
危機を回避しなくてはならないという思いからではないでしょうか。こうした「ワンチーム日本」
「ワンチーム地球」の取組が、私たちの萎えかかった心をも力強く支えてくれます。共感し、
「感
動」が生きる力になるからです。他にも介護、保育、スーパー、配達業務等、昼夜問わず働いて、
みんなの安全や生活を確保してくれている方々が沢山います。皆さんに「ありがとう」です。
私は、世界中がこんな状況になった今、改めて、過ごしてきた当たり前の日常がいかに幸せな
ことであったかを思い知りました。今日も家族みんなが何事もなく過ごせていること、ちゃんと
ご飯がいただけること、そして今、生きていることを実感するとき、それは、誰かのために必死
に頑張ってくださる方々がいるからだと、感謝の気持ちが溢れ、心がふるえるのです。
更には、緊急事態宣言下、学校休校に伴う外出自粛を受け入れ、感染防止に全力で取り組んで
おられるご家庭の皆様にも「ありがとうございます。」と、お伝えしたいです。こうやって皆で
まじめに自粛をできるところが、日本人の良さ、誇りだと思います。
さて、私は、子ども達に、まずは「自分の命は自分で守る」ということを伝えました。次に、
保護者の皆様の力をお借りして、子ども達に学ばせたいことがあります。それは、前述の「感謝」
の気持ちと、「他者への思いやり」です。家の中でも、社会に対しても、お互いに思いやりの心
を持って接しられるよう、一つ一つのことでお声かけいただけるとありがたいです。そのために
は、時には「がまん」も必要だと気付かせたいですよね。よろしくお願いします。
日々、生活リズムを崩さないことだけでもご苦労があるかと思います。食事の用意や勉強の面
倒もみて、外出もままならず、家族みんながストレスをため込みがちでしょうね。今は、我慢の
先にはきっと希望の青空が待っていることを信じて、「ワンチーム我が家」を合言葉に、これに
専念し充実させるときです。テレビや新聞、ネット情報などから、感動したことや感謝したこと、
ホットな話、嬉しかった話、感心した話、心配な話、滑稽でおもしろかった話、とりわけ笑顔に
なれる話を家族みんなで共有することで、心の栄養を存分にとりましょう。更に、「今だからこ
そできること作戦」は家庭だからなお、効果が期待できるのです。例えば、料理。普段は危なく
て包丁はＮＧだったけど、今は、じっくり関われるから、一緒に野菜を切ったり、炒めたり、盛
り付け、後始末まで親子で一緒に・・・。また、木工工作や水辺の生き物をとって飼育するなど
も。割り切ってこの機会に子どもの興味関心にとことん付き合うことも可能・・・。もちろん、
かつての我が家のアルバムやビデオを見直すことでも家族愛の再発見につながるのでは・・・。
皆さんなりの創意工夫で「ワンチーム我が家」が生き生き輝きますように。「ピンチをチャンス
に」というプラス思考で頑張り抜きましょう。そして、生き抜くためのワザの情報交換も・・・。
★不安やストレスを撃退する「ハッピーホルモン」（オキシトシン）を増やすには・・・？
親子で数分間、①ハグ、②タッチケア（背中や手などをゆっくりさする）NHK ガッテンより
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憲法記念日
まで休業期間が延長されました。
1.4組 10:30頃
みどりの日
2.3.4組12:05頃
これに伴い今後の学校行事が、多
こどもの日
※写真撮影後下校
くの面で変更あるいは中止となる
振替休日
ことが予想されます。
始業式※放送 通常日課３時間
学年学級
１２:００頃
１年生臨時休業日
今後も休業期間中は、学校から
学年学級
入学式 ２～６年通常日課３時間
１２:００頃
のメール配信やホームページの更
新でお知らせをしていきます。
保護者緊急情報メール、安行小
学校ホームページをご覧になりや
基礎基本
給食開始
１４：４０頃
１５:３０頃
（国語）
すくしておいていただけると助か
１５：４０頃
全校朝会 避難訓練：火災（25分休み）
ります。
※３密を防ぐため、コースごと時間差で下校します。
※放送 通学班会議・一斉下校（６校時）

＜４月８日 登校日＞
３月から続く休業日の中、４月８日
の登校日には、多くの児童が登校しま
した。新しいクラスや友だちのこと、学
習のこと、コロナウイルスのこと等、
お子さんの思いはとても複雑だったこ
とでしょう。
でも、久しぶりの再会で、笑顔のお子
さんもたくさん見られました。新しい
教科書を受け取り、どんな学習が始ま
るのか、興味津々でした。
早く、学校が再開し、みんなで学び合
えることを願っています。

時間が前後することがあります。

基礎基本
13 水
（算数）

１５:００
頃

<学校再開後の予定> １５：５０頃
14 木 学年学級 委員会（5月）
６月 １日（月） １５:００頃
始業式 1６:００頃
※新１年生は臨時休業日で休み。
15 金 読書タイム
１５：００頃
1５:５０頃
※２～６年生はいつもと同じ通学
16 土
班での登校です。
17 日
基礎基本 ６月
２日（火） １４：４０頃
入学式 １５:３０頃
18 月
なかよし学級個人面談
（国語）
※式の詳細については、メール、
19 火 学年学級 ふれあいトーク
１５：００頃
1５:５０頃
HP
でお知らせします。
基礎基本 4.6年内科検診
１５:００
20 水
１５：５０頃
頃
（算数） なかよし学級個人面談
※２～６年生は、１１時５０分ご
体育朝会 耳鼻科検診抽出
21 木
１５:００頃
1６:００頃
（2.4.6年） クラブ①
６年歴史教室
ろ下校予定です。
音楽朝会 火曜日課
22 金
1５:５０頃
６月 ３日（水）１５：００頃給食開始
※放送 なかよし学級個人面談
23 土
2５日 ニコニコあいさつデー
※全学年で給食開始の予定です。
24 日
25 月
26 火

1.5年・なかよし学級内科検診

『笑顔であいさつできる安行小』づくりのため、子供たちに「おはよう」「おかえり」の声かけをお願いします。

その他、詳細はメール配信、及び
尿検査 ニコニコあいさつデー
１４：４０頃
１５:３０頃
HP尿検査予備日
でお知らせをしていきます。
児童集会

基礎基本
（国語）

（出発の会）
※放送

なかよし学級個人面談
1.4年心臓検診 1.3年交通安全教室
なかよし学級個人面談

１５：００頃

ご了承ください。

基礎基本
27 水
（算数）
28 木

＜新１年生もドキドキの登校日＞
４月８日には、新１年生も登校しま
した。短い時間の登校でしたが、学級の
確認と教科書を受取り、担任の先生と
挨拶を交わし、名札を手渡ししてもら
いました。

１５:００
頃

体育朝会

１５：５０頃
１５:００頃

（1.3.5年）

29 金 読書タイム

1５:５０頃

なかよし学級個人面談

１５：００頃

1５:５０頃

30 土

視力検査・聴力検査も５月に実施します。日程については、保健だよりをご覧ください。

＜学校での 「預かり」＞
学校でのお子さんの預かりは、「３
密」を避けながら取組んでいます。保護
者の皆様にもご理解とご協力をいただ
き、安全に取組めています。ありがとう
ございます。

31 日

＜プールの工事が終了＞
休業期間中に、プールの防水シート
の修理を行いました。プールのシーズ
ンはもう少し先ですが、新しいシート
がはられているプールでの活動が楽し
みですね。

【学力状況テストについてのお知らせ】
新型コロナウイルス感染症対策のため、
「全
国学力学習状況調査」は中止となります。
また、「埼玉県学力学習状況調査」「川口市
基礎学力定着度調査」については、学校が再
開後に実施する予定でいます。日程等は、決
定次第、改めてお知らせいたします。

臨時休業中における学校からのお願い
〇安行小学校では「保護者緊急情報メール」及び「安行小学校ホームページ」で、休業期間中の大
切な連絡やお知らせをお伝えしています。今後も学校が再開されるまで、メール配信及び、ホー
ムページでのお知らせは継続して行っていきます。保護者の皆様には大変お忙しい中ではあると
思いますが、今後も継続して、定期的に配信メールの確認、ホームページの「お知らせ」の更新
等の閲覧を行っていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
※「保護者緊急情報メール」の配信におけるお子さんの新学年と学級への更新登録について
まだ、更新登録をされていないご家庭があるようです。必ず、お子さんの新しい学年と学級での
登録をお願いします。４月８日付けの安行小学校からのメール配信で更新の仕方をお知らせして
います。早めに更新登録をお願いします。

〇休業期間中のお子さんの学習への取組み方や生活習慣の様子はいかがでしょうか。何か、お困り
のことがあれば、学校にご連絡ください。また、ホームページでも「新型コロナウイルス感染予
防のために（休業行動指針）」を掲載しています（４月２０日付）。ここには、埼玉県教育委員会
からのお願い等が記載されています。お子さんへの声かけの参考にしてください。
また、休業期間中の家庭での学習に役立つ情報が、ホームページに掲載されています。
例えば、
「川口・おうちでＤＥスタディ」
① 学習の内容に応じて、どのような学力を見つけさせるための学習なのか。
② どのように学習を進めていけばいいのか。
③ 保護者はどのような関わり方をすればいいのか。
等が１枚のシートにまとめて記載されています。
「子供の学び応援サイト」
① 学習に役立つ情報が、学年と教科ごとに掲載されています。
② 印刷できる学習資料も紹介されています。
更に、「ＮＨＫ for Ｓcｈｏｏｌ」等、動画で学べるサイトも紹介されています。
他にもたくさんの「学び」に役立つ情報が掲載されています。お子さんの学年や興味・関心に応
じて活用してください。
＜学校が再開された後でも、役に立つ内容です＞
〇今後の学習の進め方について
休業期間が再延長され、保護者の皆さんのお子さんの学習面での心配事は増すばかりかと思いま
す。安行小の教職員の思いも同様に、どうしたらお子さんの学習の保障ができて、家庭での学習
が実りのあるものにできるのか思案をしてきました。
そこで、今後の学習の進め方ですが、安行小 HP に、各学年ごとの時間割を掲載することにし
ます。お子さんがこの時間割をみて学習を進められるように説明も併せて記載します。５月１１
日（月）から取組めるように準備を進めています。詳細はメールと HP でも改めてお知らせして
いきます。
この時間割の中には、学習の内容に役立つ動画に繋がる「QR コード」や「学習サイト」の紹
介も載せる予定です。インターネット環境の保障が難しい場合も想定されますが、お子さんが自
主的に学習を進められるように保護者の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

〇安行小学校ホームページには、池田校長先生からの挨拶の動画の他、先生方からも挨拶の動画が
掲載されています。新しい先生方からの挨拶もあるので、先生方の顔と名前を覚えてもらえると
嬉しいです。ぜひ、安行小学校のホームページをご覧ください。また、児童と一緒に学習するＡ
ＬＴの先生も変わります。今年度から、 “Ｄｏｒｉｓ Ｋａｔｓｕｔａ” ドリス カツタ 先生
（女性）が着任しました。HP にも自己紹介の動画がアップされています。どうぞ、よろしくお
願いします。

感染症の予防のために・・・
【３密】を避けて生活できていますか？
「密集」「密閉」「密接」の予防はできていますか。『緊急事態宣言』が出され、いつ解除されるの
かわからない中、お子さんだけでなく、保護者の皆様も不安を抱えていらっしゃることと思います。
１つの「密」であっても感染が心配されることもあります。不要不急の外出を控えることはもちろ
ん、
「うがい」
「手洗い」
「せきエチケット」等、今やるべきことをしっかりとやっていきましょう。
安行小学校でも、学校再開後の児童の皆さんの安全な学校生活について、職員全体で考えていま
す。ご心配なことなどがあれば、遠慮なくご相談、ご連絡をください。保護者の皆さんと一緒に考
え、解決方法等を見つけていこうと思っています。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※もしもに備えて・・・・
臨時休業中の「もしもの場合」に備えて学校の対応をお伝えします。
① 本校の児童と教職員に感染者が出たとの報告を受けた場合
・学校はそのまま臨時休業になります。（期日はその都度、お知らせします。）
・学校医や保健所の指示により、感染経路等を確認していきます。
・保護者への通知をします。
（文書の配布が難しい場合には、メールとホームページ等を利用することも想定しています）
・保健所の指示により、校内の消毒を行います。
② 本校の児童や教職員が濃厚接触者になったとの報告を受けた場合
・学校医や保健所の指示により、可能な範囲で状況の聞き取りを行う予定です。
・学校医や保健所の指示により、学校での活動(学校での「預かり」、校庭開放)を検討していき
ます。
・保健所の指示により、校内の消毒を行います。

もしも「新型コロナウイルス感染症『陽性』
」と診断が出た際の連絡方法
１－学校に連絡をください。
２－土日や学校が休みの場合、又は夜間の場合は、下記へ電話連絡をお願いします。
０９０－１０５５－７３４７ 川口市教育委員会 学校保健課
（５月１日以降通話が可能）
今後も、お子さんだけでなく、ご家族の皆さんも健康管理には十分にご留意いただき、ご心配
なことがあれば、上記の連絡先、又は、学校にご連絡ください。
（川口市のホームページにも、相談窓口の連絡先が記載されています。）

いじめ・差別・偏見は絶対に許されません

！

新型コロナウイルス感染症対策のなかに、偏見や差別の問題があります。皆さんの周りでは、
間違った情報が原因となり、医療従事者やその家族、社会機能の維持にあたる人など、特定の
人に対しての誹謗や中傷が聞こえてきたりしてはいませんか？また、お子さんやご家族が、誰
かから悪口を言われたり、SNS に間違った情報を書き込まれたりしていませんか？
このような行為は、断じて許されるものではありません。また、お子さんや保護者の皆さん
が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見で悩むようなことはあってはならない
ことです。もちろん、学校でも教職員の共通理解の下、偏見や差別、そしていじめが無いように
指導し、全力でお子さんたちを守っていきます。各家庭でも、お子さんの誤った情報に基づく
偏見や差別につながる行為を見つけたら、正しい情報による解決を見つけられるように導いて
あげてください。ご理解とご協力をお願いいたします。
＜困った時には・・・＞

さいたまチャイルドライン
埼玉県こころの電話
子どもスマイルネット
安行小学校
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