
       

  

 

 

 
 

学校が再開され、一か月以上が経ちました。分散登校から始まり、一斉登校、給食開始、午後の
授業開始と、段階を踏んで進めてきました。新しい生活様式にも上手く順応してくれた子どもたち
に、感謝すると共に誇らしくも思います。また、この期間、大きな混乱もなく運営 
ができ、保護者の皆さまには改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。 
新型コロナウイルスの特徴に 、 “見せかけの無症状”という言葉があります。これ 

からも決して気を緩めることなく、マスクの着用、手洗い・消毒の徹底、検温の実 
施、３密の回避を続けていきたいと考えていますので、ご協力をお願いいたします。   
   

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

令和２年７月８日発行 

湯河原町立吉浜小学校 

校長  纐纈
こうけつ

 仁志 

休業中の Facebookでの朝 
のご挨拶。「学校が始まったら先生か 
ら内容を聞かれるかも知れないよ」と、 
子どもと一緒に観ていてくださった 

と聞き…またやろうかな？ 

 

《 「ありがとう」 「ごめんね」 をみんなの合言葉に！》 

 

続けます！吉小のコロナ対策 -より慎重に より大胆に- 

 

＝  

 

 

今年度の基本的な日課 
7:55～ 8:10 登校時間 
8:10～ 8:20 朝の会 
8:25～ 9:05 １校時 
9:10～ 9:50 ２校時 
9:55～10:35 ３校時 
10:35～10:55 中休み 
10:55～11:35 ４校時 
11:40～12:20 ５校時 
12:20～13:05 給食 
13:05～13:35 昼休み 
13:35～13:50 清掃 
13:55～14:15 学習 

タイム等 
14:20～15:00 ６校時 
15:00～15:10 帰りの会 
15:10～15:15 下校 

=「日直勤務を行わない日」を設定 =  
来月 12 日（水）から 14 日（金）まで

の３日間は、「日直勤務を行わない日」と
なります。教員の働き方改革の一環とし
て町が定めたもので、今年度初めて行わ
れます。この３日間は学校に日直を置か
ないことになりますので、何か急に連絡
が必要になった場合は、土日や祝日と同
じように、町役場（代表番号：63-2111）
にご連絡ください。町教育委員会を通じ
て学校に連絡が来ることになっていま
す。ご面倒をおかけいたしますが、ご理
解のほど、よろしくお願いいたします。 

一時は収束に向かっていると思われていたものの、最近の状況を見ると、決 
して安心できるものではありません。また、ようやく一日の流れが定着してき 
た、新しい学校生活のスタイルを大切にしたいという思いもあり、しばらくの 

間、吉浜小で 
は次の内容に 
ついて継続し 
ていくことに 
します。 

= 校長室の紹介ポスターに注目！=          
２年生が作った各教室の紹介ポスタ

ーが、今、話題になっています。かな
り詳細に調べられており、じっくり読
みながら校舎を回ってみるのも、楽し
みの一つです。さて、もちろん一番の 

注目は校長室の入 
り口に貼られてい 
るポスターです。 
何が書かれている 
かは秘密です。ご 
来校の際のお楽し 
みということで。 

 
 
 

＝ 子どもの安全は、私たち大人の知恵と譲り合う心で！＝  
雨の日の、朝と帰りの校門前の様子は何度となくお伝えしてき

ました。確かに大渋滞を招き、傘を差しながら、そこをすり抜け
ている子どもたちは危険です。地域の方に迷惑をかけていること
も事実です。しかし、車での送り迎えを“控えてもらう”ことを
お願いはできても、“禁止”にすることはできません。なぜなら、
子どもの登下校の責任は保護者にあるからです。雨や風が激しか
ったとしたら、小さな子どもに遠い道のりを歩いて行きなさい
と、誰が言えるのでしょうか。子どもの安全を第一に考えること
は、私たち大人の当然の責任だからです。 
確かに、吉浜小の敷地内には保護者用の駐車スペースがありま

せん。行事があれば、町民体育館の駐車場の利用をお願いしてい
るくらいです。いつも申し訳ない気持ちになりますが、残念なが
ら、今すぐにその状況を変えることはできません。 
でも、私たち大人が最善の注意を払い、譲り合う気持ちで対応

することはできます。互いにこの現状を理解し、それぞれが工夫
することはできるはずです。「危ないじゃないか！車の送り迎え
を止めるように、学校は親に言っているのか！」とお叱りを受け
ることも、この２年間で何度かありました。でも、そうではない
と思うのです。学校も保護者もみんな、子どもが一日無事で何事
もなく過ごしてくれることを、一番に願っているのです。 
雨の日の校門前だけではありません。学区の広さや歩道が狭い 

などの道路事情を考えれば、吉浜小は 
周辺のどこの学校よりも、子どもへの 
交通安全指導は重要な課題であると
考えており、その都度子どもたちには 
話しています。子どもの安全は私たち
大人の責任です。今後ともご理解、そ
してご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 大きな壺？ 浮いた鶴？ 

校門に張られたチェーン 

敷地内は子どもたちの空間です 

貴重なレポートです 
「ティガの一日」 

放課後の机や椅子の消毒作業 

継続する主な内容（８月以降は改めて検討）  
○７時５５分からを登校時刻とし、学年ごと時
間差で校舎に入ります。 

○給食の配膳等は職員が行い、３・４・６年は
給食時には３つのグループに分けます。 

○学年単位で昼休みと清掃の時間をずらし、昼
休みの体育館使用を割り当てます。 

○清掃活動は学級単位で分担し、から 
 拭きを中心に行います。 
○お迎え用として第２保健室を設けます。 
○教室の放課後の消毒作業を職員が行います。 
○職員も健康観察カードを使い、検温と体調の
把握を続けていきます。 

職員による配膳も軌道に 

進入はご遠慮ください 

 また、感染リスクが高いと言われている
活動は、引き続 
き行いませんが、 
異学年交流や委 
員会活動、クラ 
ブ活動等は、感 
染症対策をしっ 
かり講じた上で 
徐々に進めてい 
く予定です。 
 毎日の検温やマスク 
の準備等、ご家庭の協 
力に感謝いたします。 
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『校長室.com』 =よろしくお願いします！学校評議員 =  
 今年度最初の学校評議員会が今月３日、応接室で開 
かれました。総勢 10名のメンバーは次の方々です。  
 鈴木研一さん（中央区長）、小澤一男さん（吉浜区長）、北村

満さん（鍛冶屋区長）、木村建次郎さん（元ＰＴＡ会長）、小澤
健一さん（青少年指導員）、櫻井章子さん（主任児童員）、森初

水さん（まさご保育園長）、飯嶋覚さん（前吉子連会長）、安村
知春さん（Ｖコーディネーター）、上野裕道さん（ＰＴＡ会長）  
 昨年９月以来の開催で、話題の中心は、長期に渡る休校が子
どもたちや学校に与えた影響を心配してくださる内容でした。
すべての学年の授業の様子を見ていただいた後は、「子どもた
ちの元気な声を聞けて、安心しました」という言葉もいただき
ました。また、学校からは昨年度に引き続き、緊急時を含め、
日常の登下校の見守り体制についてお願いをしました。コミュ
ニティ・スクール（学校運営協議会制度）導入の自治体も増え
てくる中、地域に 

開かれた学校をめ 
ざす上で、学校評 
議員制度の充実は 
必要不可欠です。 
一年間、よろしく 
お願いいたします。 
 

歯医者に行くのは、誰でも嫌なものです。今日は、
ボクが生まれて初めて歯医者に行った日のことを
お話ししましょう。 
あれはいつだったでしょうか。まだ、人並みに可

愛がられていた頃でした。お母ちゃんが「入野（い
りの：お母ちゃんの実家）に遊びに行くぞ」と言う
ので、ボクは喜んで付いていきました。バスで行か
れるお母ちゃんの実家には、おじさんやおばさん、
いとこもたくさんいて、お気に入りの場所でした。 
しかし、入野に着くと、何だかみんなの様子が変

です。こそこそ、お母ちゃんとおじさんが話をして
います。「となり町にしか…」「歯医者はないさ…」
「今ならちょうどいい時間だな…」そんな言葉がボ
クの耳に入ってきます。もしかして、歯医者に連れ
て行かれるのでは…。ボクは、周りを疑い始めまし
た。歯医者と言えば、ペンチのような物で歯を抜き、
チョー痛いという噂を聞いたことがあります。 
「さあ、早う車に乗れや」やけに優しい、お母ちゃ
んの声です。入野に着いたばかりなのに、まだ遊ん
でもいないのに、…やっぱりおかしい。おじさんの
車に乗せられたボクは、勇気を出して聞きました。
「はいしゃにいくのぉ？」「…」「ねえ、はいしゃに
いくのぉ？」「… いとおない（痛くない）から、大
丈夫や」（やっぱり歯医者だ～！遊びに来たんじゃ
ないんだ～！だまされたんだ～！）ボクは大声を出
して泣きました。天まで届く声で、泣き叫びました。 
 でも、記憶はそこまでです。どこの町に行ったの
か、どんな歯医者だったのか、その後のことは、何
一つ覚えていません。ただ、こうやって大人は子ど
もをだますんだなと、その記憶だけは脳裏にしっか
り焼き付けられたのでした。 
 
 

= 給食室から火災発生！真剣な表情で避難訓練！=    
先月 22日から 30日までを「避難訓練週間」と位置づ

け、学級・学年ごとに避難訓練を行いました。今回は給
食室から火災が発生した想定の訓練でした。密集を避け 

るため全校では集まれませんでしたが、教室か 
らの避難経路が、しっかり確認できたと思いま 
す。子どもたちは、どの子も真剣な表情でした。 

《 ボクのらくがき帳④ 》 – 大人の陰謀 - 

（※このシリーズが続く保証はありません。） 

=５・６年生の外国語が教科に= 

 

＝  

 

 
=３年ぶりの田植えです ! = 
  
先月 11日、吉浜小で３年ぶ 

りの田植えが行われました。 
 学校にプールができる前は、 
低学年が水遊びに使っていた 
“じゃぶじゃぶ池”。水田がな 
い湯河原町で、現在では町唯 
一の“田んぼ”ということに 
なります。吉浜小では 20年ほ 
ど前から田んぼが作られたとのことで、当 

日は日本農業新聞と湯河 
原新聞の方が取材に来ら 
れ、記事にしていただき 
ました。田んぼの周りに 
は、ツバメをはじめ多く 
の鳥や昆虫が集まってき 
ます。稲の生長が、子ど 
もたちの成長を後押しし 
ているように感じます。 

 
 
 
 
 

えお 

新学習指導要領が全面実施され、今年度から 
５・６年生の「外国語科」が導入されました。 
教科となったことで、国語や算数と同じように 
３段階での評価（今年度は後期のみ）が行われ 
ます。町では３小学校に専科の先生を配置し、ＡＬＴの先生とのより充実 
した授業の展開をめざしています。吉浜小でも、英語の掲示板コーナーを 
視聴覚室前からメインストリートの渡り廊下に移動させ、少しでも子ども 
たちに英語に触 

れてもらおうと考えました。また、昨年度末に始め 
た“英語の日”も、夏休み明けからは再スタートの 
予定です。まずは、慣れ親しむところからですね。 

 

  

 

 

= ありがとうございます！学校を支える活動も少しずつ =  
感染症対策として密集・密接を回避する中で、保護者の方をは

じめ外部の方の校舎への出入りを極力控えさせていただきまし
た。いろいろとご不便をおかけし申し訳ございませんでした。ま
た、ご協力をいただいたことに改めて感謝いたします。まだまだ
油断できる状況ではありませんが、対策を継続する中で、徐々に
以前の状態に戻していこうと考えています。その第一弾が、先月
23 日から始まった学校図書館開館へのご協力でした。本の消毒
作業をしなければならないということで、学校司書の木村さんの 

勤務日以外の日をどうしようかと思案していました。そ 
こで、読み聞かせボランティア 
の方々にお声かけをさせてい 
ただいたところ、快く引き受け 
てくださり、本の貸し出しを毎 
日できるようになりました。 
 また、今月からはＰＴＡ活動 
も再スタートしました。試行錯 
誤の連続ですが、みんなで力を 
合わせていきたいと思います。 毎日借りることができます 

 
「 お か し
も」は守れ
たかな？  
 ハンカチ
で口を覆う
ことはでき
たかな？ 担任からの話を集中して聞く３年生 

 

 

意見交換の時間もあっという間に 

シャッターチャンス！ 

中休みに集まった１・２年生が初体験 

６年生の授業にはちょっぴり緊張感も？  

ロボたろうが案内するコーナー 
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