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ふじみ野Ｓｍｉｌｅ
富士見市ふじみ野東 4-4-1
TEL/049-267-2312

✉fujimino@circus.ocn.ne.jp

児童数 585 名

みんなが笑顔で
活躍する学校

（R3.9.1 現在）

FAX/049-267-2311

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。夏休みが延期とな
り、ご心配をおかけいたしましたが、裏面に掲載いたしました学校生活ガイドライン等に基づき、
感染症防止を図り教育活動を進めてまいります。
明日から、分散登校が始まります。分散登校中は、登校時刻が、通常の時刻と異なりますが、よ
ろしくお願いいたします。
今日は、子どもたちの元気な顔を見ることができ、とても嬉しかったです。
夏休み期間中、学校では、「５年生の林間学校」や「歌声リーダーの合唱コンクール」などを
行うことができました。その中で２つご紹介します。

林間学校へ行ってきました

小雨の中、樹海を
探検しました！

ミニリニアモーターカーに
乗るかわいい５年生

５年生は、山梨県の富士山方面に林
間学校に行きました。一緒に行った先
生や添乗員さんは、「みんな、仲良く
て、助け合っていて、礼儀正しくて、
勤勉で、すごい！」と話してくれまし
た。
定番の夜のキャンプファイヤーは、
クラスレクとなりましたが、男女仲
よく楽しみました。
とっても立派な５年生でした。

歌声リーダー NHK コンクール 奨励賞 受賞！
２年ぶりに歌声リーダーは、NHK 全国学校音楽コ
ンクール埼玉県大会本選に出場しました。
今年度は、声楽家の東海林先生にご指導をいただ
き練習に励んでいます。コンクール当日もきれいな
ハーモニーで歌いました。９月６日（月）午後４時
NHK FM85.1 で自由曲の演奏が放送されます。

ウエスタ川越 大ホールにて

☆１１月２７日(土)「うたごえフェスタ」
に出演予定です。お楽しみに！
会場：キラリふじみ

教 職 員 も お 勉 強 ！
ス テ ム

■STEM教育研究■
私たち教職員も未来に生きる子供たちのため
に、富士見市＆埼玉大学と連携し STEM 教育
の研究を進めています。
右の図は研究の全体構想（白黒版）です。
今、世界では、アメリカを始め、インド、シンガポ
ールなどの国々でステム教育に力を入れ始めて
います。本校の児童において、小学校段階から
STEM 教育を行うことで、本校児童の長所である
各教科等で多くの知識・技能を身につけることに
留まらず、児童の知的好奇心を刺激し、児童自
らが積極的に授業に参加し、試行錯誤しながら
探究的な学習を展開することによって、高いポテンシャルを発揮し、未来に向け、心豊かな生活と社会における新しい価値
を生み出していく子『未来をつくる小さな博士』の育成となるものと大いに期待をしています。そこから、日本の・世界の未来を
つくる子供たちの萌芽を育んでいきたいと思います。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

【２学期の主な行事等】

◆変更の際は、お知らせいたします。
■分散登校・・・・・・・９月２日～９月１０日 ※詳しくは、学校メール及び裏面をご覧ください。
■夏休み作品展 ・・・・今回は、児童のみで鑑賞し合います。
■６年生修学旅行・・・・９月３０日（木）～１０月１日(金)
■５，６年生市内陸上大会（実施方法変更）
・・・各校、校内で陸上記録会を予定しています。
※日時、参観等、詳細は後日お知らせいたします。
■音楽会・・・・・・・・１０月２９日(金)、３０日(土) クラスごとの合奏をお楽しみください。
※日程・ご参観の方法等は後日お知らせいたします。
■市内音楽会 (中止)・・４年生の参加を予定しておりましたが、残念ながら中止となります。
■なかよし集会・・・・・１１月１２日(金)
※子供のみで実施いたします。
■持久走記録会・・・・・体育授業の中で実施します。※詳細は後日お知らせいたします。
■校外学習・・・・・・・場所・期日は、学年だよりでお知らせします。
【お知らせ】
４年３組小山田教諭が任期満了のため退職いたします。つきましては、 関根秀明 教諭 が新担任とし
て、４年３組を担任いたします。万全を期して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
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行事・活動内容等
なかよしタイム
６年生修学旅行 日光 （９月３０日～１０月１日）

読み聞かせ･読書
お話朝会、５，６年生市内陸上大会(中止)
体育朝会
１年生校外学習（子ども動物自然公園）、委員会
学級の時間

学習懇談会（保教の会主催）
個人面談① 短縮 4 時間
いきいきタイム、個人面談② 短縮 4 時間
クラブ
なかよしタイム、個人面談③ 短縮 4 時間
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読み聞かせ･読書
児童集会、個人面談④ 短縮 4 時間
いきいきタイム、個人面談⑤ 短縮 4 時間
クラブ
学級の時間、個人面談⑥ 短縮 4 時間

読み聞かせ･読書
音楽朝会
いきいきタイム
音楽会準備
校内音楽会（児童のみ）
校内音楽会（保護者等に公開、詳細は後日）
※振替休業日は 11 月 22 日(月)となります

■裏面に、緊急事態宣言中の学校生活と
分散登校について掲載しております。
ご覧ください。
ふじみ野小学校長 北田裕一

朝･登校前

登校・下校

授業中

休み時間
給食
掃除
体調不良
の場合

その他

対
応
「■の項目が、特に緊急事態宣言中のものです。□は１学期と同じです。」
□感染症対策：３密（密閉空間、密集場所、密接場面）と大声に注意する。
□健康観察（検温など）を行い健康観察チェック票に記入し持参する。
□体調が悪い場合には、無理をせずに自宅休養する。
□水筒・ハンカチ･ちり紙を持ってくる。 □予備のマスクを持参する。
□教室：２方向の窓を常時開けておく（可能な限り換気に努める）
・気温や天候により、窓を開けられない場合は、休み時間に窓を開ける。
□マスクをして通学班で登校、熱中症を考慮し、適宜外す。 日傘も可とします。
□登下校中、水筒の飲み物を飲む場合は、止まって礼儀よく。
□学校に着いたら、教室前で、消毒、健康観察チェック表を提出、忘れた場合は保健室で検温します。

■緊急事態宣言中、各教科等の学習は感染症対策を施し実施します。
ただし、合唱及び管楽器の演奏、調理実習は行わない。
□短い話し合いならば、マスクをしていれば、机をグループにしたり、床で話し合ったりすることは可能
（トータル 15 分程度まで）、常時コの字型での話し合いはまだ無理です。
□座席は、前向きを基本とする。座席の間隔を開ける。
□共通の道具を使用する前後に手洗いを行う。
□体育時はマスク必要なし。熱中症への対応を優先します。息苦しくない場合、暑くない場合等は、マ
スクの着用を本人が希望する場合は着用させます。
□窓を開けて換気する。
□外から教室に入るとき、トイレの後などは、こまめに手を洗う。
□手洗い・消毒 □配膳：通常通り □食事：前向きで食べる □歯磨き（当面中止）
□通常の清掃を実施。トイレ掃除は手袋を使用する。
□出席せずに、自宅休養する。
□登校後、体調不良の場合、別室で待機させ、すぐに早退の措置をとる。
□早退した場合・熱や咳の症状が見られた場合は、医療機関を受診し、指示を受ける。
□上記の症状で、休む場合は「出席停止」
□PCR 検査陽性、濃厚接触者は、概ね２週間程度の出席停止となる。

■授業参観・学校公開は当面実施できませんが、実施可能となったらすぐに連絡します。
■緊急事態宣言中の学級懇談会の実施について検討中です。
■緊急事態宣言中は、泊を伴う行事や県をまたいでの行事は中止又は延期になります。
■緊急事態宣言中、校外学習、社会科見学、遠足等も、中止又は延期となる可能性が
高いです。※まん延防止等重点措置の場合は要検討を行い実施予定。
■緊急事態宣言中又は解除後の各学校行事は実施方法を検討中です。
■緊急事態宣言中は、音楽朝会は中止。（解除後は放送で実施）
■緊急事態宣言中は、なかよしタイムは中止。
■緊急事態宣言中、保教の会やネットスタッフの活動は、自粛又は無理のない範囲で。
ただし、緊急事態宣言中の読み聞かせは中止でお願いします。
■体育朝会、いきいきタイム、なかよしタイムは中止します。

■お話朝会、児童集会は放送で実施します。
■委員会、クラブ活動は、中止します。
□欠席の連絡は、メールでお願いします。
□基本的に、手洗いをこまめに行い、咳エチケットをする。
□児童の手の消毒は、登校時と給食前を基本にする。その他は手洗いで対応可能です。
□マスクをして過ごします。暑さや息苦しさを感じたときは適宜外すよう指導します。
□学年規模の集会：実施できます。
□全校規模の集会・活動：当面なし。
□当番・係活動：感染症対策を講じた上で実施します。
□始業式、朝会、終業式等は、放送により実施（当面）
□一斉下校は実施します。 引き渡し訓練は延期します。
※本人又は家族が PCR 検査を受ける場合は、早めに学校へご連絡ください。
※PCR 検査で陽性の児童がでた場合は、対応等についてメール等で連絡いたします。
□急な変更が生じる場合は、改めて連絡いたします。
※ 緊急事態宣言が解除されましたら、１学期と同様の学校生活になります。

【分散登校

及び ２学期当初の予定

●９月１日（水）

通常登校、始業式

８：２０～
８：３０～

９月１日～１０日】

短縮２時間

給食なし

代表児童の言葉リハーサル（放送室）
８：３５ 健康観察

８：３５～ ８：５５ 始業式（放送）
８：５５～ ９：４０ １時間目

※教科書配布

９：５０～１０：３５ ２時間目
１０：３５～１０：４５ 帰りの会下校

●分散登校中の日課について
期間： ９月２日（木）～９月１０日（金）
形態：・ふじみ野駅東口グループ

西口グループ に分け、分散登校をします。

と

・東口、西口１日交替で午前午後を入れ替えながら実施します。
方法：・午前３時間授業（給食あり）、午後２時間授業（給食なし）※午後の部は昼食を家で食べてから登校
・３日(金)から給食が始まります。２日(木)は午前の部も２時間授業で給食なしとなります。
・分散登校中は、登校時刻が通常の時刻と異なりますので、集合時刻を各通学班で決めていただき
登校ください。
・学童に行く児童は、登校について、通学班内で確認をお願いいたします。

【分散登校の順番及び日程】
９月

２日（木） 午前：東口

午後：西口

９月

３日（金） 午前：西口

午後：東口 ※３日から、午前の部のみ給食が始まります。

９月

６日（月） 午前：東口

午後：西口

９月

７日（火） 午前：西口

午後：東口

９月

８日（水） 午前：東口

午後：西口

９月

９日（木） 午前：西口

午後：東口

９月１０日（金）

午前：東口

午後：西口

■午前の部
９：２５～ ９：３５ 通学班で登校

※各通学班で、集合時刻を決めて登校ください。

９：３５～ ９：４５ 学級の時間
９：４５～１０：３０ １時間目
１０：４０～１１：２５ ２時間目

※９月２日はここまで行い下校します。１１：３５ごろ下校

１１：３５～１２：２０ ３時間目
１２：２０～１３：０５ 給食・片付け
１３：１５ 学年毎下校

■午後の部
１３：４０～１３：５０ 通学班で登校
１３：５０～１４：００ 学級の時間
１４：００～１４：４５ １時間目
１４：５５～１５：４０ ２時間目
１５：５０ 学年毎下校

※各通学班で、集合時刻を決めて登校ください。

朝･登校前

登校・下校

授業中

休み時間
給食
掃除
体調不良
の場合

その他

対応「■の項目が解除後に１学期と同様に戻るものです。□は１学期と同じです。」
□感染症対策：３密（密閉空間、密集場所、密接場面）と大声に注意する。
□健康観察（検温など）を行い健康観察チェック票に記入し持参する。
□体調が悪い場合には、無理をせずに自宅休養する。
□水筒・ハンカチ･ちり紙を持ってくる。 □予備のマスクを持参する。
□教室：２方向の窓を常時開けておく（可能な限り換気に努める）
・気温や天候により、窓を開けられない場合は、休み時間に窓を開ける。
□マスクをして通学班で登校、熱中症を考慮し、適宜外す。 日傘も可とします。
□登下校中、水筒の飲み物を飲む場合は、止まって礼儀よく。
□学校に着いたら
・教室前で、手洗い、消毒。教室で健康観察チェック表を提出。忘れた場合は保健室で検温。
■各教科の学習は感染症対策を施し実施します。
□短い話し合いならば、マスクをしていれば、机をグループにしたり、床で話し合ったりすることは可能
（トータル 15 分程度まで）、常時コの字型での話し合いはまだ無理です。
□座席は、前向きを基本とする。座席の間隔を開ける。
□共通の道具を使用する前後に手洗いを行う。
□体育時はマスク必要なし。熱中症への対応を優先します。息苦しくない場合、暑くない場合等は、マ
スクの着用を本人が希望する場合は着用させます。
□窓を開けて換気する。
□外から教室に入るとき、トイレの後などは、こまめに手を洗う。
□手洗い・消毒 □配膳：通常通り □食事：前向きで食べる □歯磨き（当面中止）
□通常の清掃を実施。トイレ掃除は手袋を使用する。
□出席せずに、自宅休養する。
□登校後、体調不良の場合、別室で待機させ、すぐに早退の措置をとる。
□早退した場合・熱や咳の症状が見られた場合は、医療機関を受診し、指示を受ける。
□上記の症状で、休む場合は「出席停止」
□PCR 検査陽性、濃厚接触者は、概ね２週間程度の出席停止となる。
■授業参観・学校公開は当面実施できませんが、実施可能となったらすぐに連絡します。
■校外学習、社会科見学、遠足等、実施予定です。
■まん延防止等重点措置の場合は、実施方法等を教育委員会と要検討を行い実施予定です。
■緊急事態宣言が発令された場合は、泊を伴う行事や県をまたいでの行事は中止又は延期になりま
す。
■各学校行事は実施方法を検討中です。詳細は後日連絡します。
■音楽朝会は放送で実施
■なかよしタイムは、グループごとに実施します。
■ネットスタッフの活動は、無理のない範囲で行います。
□欠席の連絡は、メールでお願いします。
□基本的に、手洗いをこまめに行い、咳エチケットをする。
□児童の手の消毒は、登校時と給食前を基本にする。その他は手洗いで対応可能です。
□マスクをして過ごします。暑さや息苦しさを感じたときは適宜外すよう指導します。
□学年規模の集会：実施できます。
□体育朝会等を分散して実施します。
□全校規模の集会・活動：当面なし。
□当番・係活動・クラブ活動・委員会活動：感染症対策を講じた上で実施します。
□始業式、朝会、終業式等は、放送により実施（当面）
□一斉下校は実施します。 引き渡し訓練は延期します。
※本人又は家族が PCR 検査を受ける場合は、早めに学校へご連絡ください。
※PCR 検査で陽性の児童がでた場合は、対応等についてメール等で連絡いたします。
□急な変更が生じる場合は、改めて連絡いたします。

