
新年度になり，校庭には，子どもたちの元気な声が学校に響き渡っています。子どもたちは，それぞれ
１つ上の学年に進級し，新たな目標に向けて生き生きと学校生活を送っています。
新型コロナウイルス感染症に伴う学校の対応は，オミクロン株の発症期間が短いことや重症リスクが少

ないことなどから変更されています。

＜学校への連絡＞
○ 土日・祝日にお子さんの陽性が判明した場合は，週明け・祝日翌日に学校に連絡して下さい。

糸島市教育委員会への連絡は必要有りません。
（これまで通り，お子さんの陽性が判明した場合や，PCR検査を受検するようになった場合，濃厚
接触者と特定された場合は，学校に連絡をお願いします。）

＜学級閉鎖＞
○ 学級閉鎖は，原則，学級内で３日以内に２人以上の陽性者が判明した場合に，陽性者の最終登校
日の翌日から５日間とします。

○ 学級を閉鎖しても，原則，保健所によるPCR検査は実施されません。

詳細につきましては，本日別紙にて配布の「新型コロナウイルス感染症に伴う対応について（改訂）」
（糸島市教育委員会）で御確認をよろしくお願い致します。

なお，県内・市内では，新型コロナウイルス新規感染者数は下げ止まり（又は
若干増加）の傾向のようです。今後，感染力が強いとされるオミクロン株BA.2の
拡大も懸念されますので，保護者の皆様におかれましても，引き続き感染対策へ
の御協力をお願い致します。

学校通信 糸島市立前原南小学校
校 長 有田 浩
令和４年４月１２日（火)

みなみ №1４月号
児童数８５３名（令和４年４月１日現在）

学校の教育目標 （令和3年度～5年度）
地域を愛し，確かな学力と豊かな心を高め，

たくましく生きる子ども

みなみプラン２０２２ 重点目標

基礎・基本の習得に向けて，個性や学習進度に応じた指導を行います。
・教材開発や評価方法の工夫をし，基本的な知識・技能等を確実に習得させ，思考力・判断力・表現力を育てます。

学習を調整する力を育てるために，個に応じた学習活動（方法や内容の選択）を行います。
※最終ゴールに向けて，小さな目標を立て，達成の進捗状況を把握しながら行動する力

感染症拡大防止を工夫し，他者と協働しながら課題解決に挑む活動を行います。
・３密を回避しながらも，子ども同士で学ぶ楽しさを味わえる学習活動を工夫します。
・多様な他者（外部の人）とのふれあいは，距離を保ったり，オンラインで行ったりします。

子どものよさや可能性を広げるICTを活用した
「個別最適な学び」と「協働的な学び」の創造

※

登校前必ず
家庭で検温 マスクの着用 うがい，手洗い学校（学級）で検温

黙食（だまって食べる）

令和４年度は，感染症対策を講じながら，ウイズコロナ（コロナとの共存）を基本に，可能な限り「協
働的な学び」（子ども同士，又は多様な他者）を展開したいと思います。

こまめな換気



新型コロナの感染状況によって急な変更もあります。

４月～５月前半の主な行事等
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和
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4月 6日水 令和４年度 前期 始業式

4月 7日木 給食開始

4月11日月 集団登校開始 ※5月13日まで

4月12日火 新１年生 入学式

4月18日月
新１年生 給食開始
登校班集会

4月19日火 全国学力・学習状況調査（6年生）

4月23日土
土曜授業①
学習参観は，５月に延期します。
（行政区別の分散参観を予定）

4月26日木

歓迎集会・歓迎遠足
1,6年生：笹山公園
2,5年生：南風中央公園
3,4年生：はな咲公園

5月2日月 家庭訪問① オンライン訪問

5月6日金 家庭訪問② オンライン訪問

5月9日月 家庭訪問③ オンライン訪問

5月10日
～11日

火
水

家庭訪問④
教師による各児童の通学路確認

令和４年４月の掲示板（正門）
ボランティアの皆さんが作って下さいました!

本年度は，55名の職員でのスタートとなりました。
子どもたちの健やかな成長に向けて，「チーム南」

として，職員一同一丸となって取り組んで参ります。
どうぞ，宜しくお願い致します。

昨年度，コロナ禍で中断していた集団登校を4月
11日（月）から再開しました。
集団登校については，PTAで会員の皆さんへのア

ンケート調査結果から，期間限定で実施するよう
にしました。本年度の実施期間については，まだ
明確にしておりませんでしたが，年度始めで新1年
生の登校等を考慮し，4月11日～5月13日までの約
1ヶ月の実施とさせていただきます。どうぞ御理
解・御協力の程，よろしくお願い致します。
なお，次回以降の実施期間については。今後，
PTAと学校で協議して決定致します。

集団登校再開（新登校班）4月11日

前原南小では，緊急時や特別な事情（ケガ
等）がある場合を除いて，登校時（7:50～
8:20）の学校敷地内への自動車の乗り入れを
原則禁止しております。（4月11日配付文書）
これは，校門や昇降口付近での接触事故を

防ぐためです。御理解・御協力の程，よろし
くお願い致します。
お子さんには，集団登校で歩いて登校して

いただき，車での送迎は極力お控え下さいま
すようよろしくお願いします。

児童の安全のため登校時の

車の送迎はお控え下さい。

本年度の学校通信は，モノクロ印刷に変更致し
ます（学校予算節約のため）。カラーで御覧にな
る場合は，本校ホームページでお願いします。

https://www.city.itoshima.lg.jp/k007/index.html

お知らせ

職名・担任 名 前 担 任 名 前

校 長 有田 浩 １年１組 岩瀬 純子

教 頭 有馬 達也 １年２組 栫 健太

主幹教諭 池田 裕美子 １年３組 平野 皓子

ひまわり１ 臼井 早紀 １年４組 森 美保

ひまわり２ 小島 朱花 １年５組 中村 秋仁

ひまわり３ 山内 ひとみ ２年１組 大坂 紀代子

ひまわり４ 鈴木 健彦 ２年２組 市川 優子

ひまわり５ 平田 萌華 ２年３組 森 巴菜

ひまわり６ 山﨑 善一 ２年４組 山中 福丸

ひまわり７ 津田 隆子 ２年５組 扇 智尋

学力保障 伊藤 昭治 ３年１組 濱岡 舜治

学力保障 瀬川 さおり ３年２組 江藤 優花

児童支援 竹下 静香 ３年３組 平野 由布子

初任者指導 太田 やよい ３年４組 髙木 美季

全体指導 友池 珠美 ３年５組 田尻 航一郎

全体指導 浦志 美和子 ４年１組 白井 貴浩

全体指導 太田 省三 ４年２組 山中 彩登

全体指導 松森 宏之 ４年３組 西原 咲

全体指導 神田 まちこ ４年４組 宇治橋 裕一

養護 鶴﨑 安曇 ５年１組 古賀 香理

栄養 大槻 衣理 ５年２組 渕 啓介

支援員 小川 記代 ５年３組 秋山 夢月

支援員 橋元 真衣子 ６年１組 中村 由里子

支援員 山内 明子 ６年２組 大川 和樹

事務 満行 泰子 ６年３組 熊﨑 万里恵

事務 平野 美和 ６年４組 岩永 大樹

図書司書 谷 牧子 用務員 広澤 初美

－ － 用務員 相木 弘人

https://www.city.itoshima.lg.jp/k007/index.html

