
  
 

 

令和３年度 ９月号 
串木野小学校学校便り 
令和３年９月２４日発行 

                              

ウイルスブロック５０ ＋ １（ワン） 
～ 子どもたちに「プラス１（ワン）」の心を育みたいのです ～ 

校 長  藤山 洋一 

 ８月の新型コロナウイルス第５波は全国で猛威を振るいました。６００人の児童を預かる責任者として

は，少なからず心配の日々でした。ある知り合いのドクターからは，「どんなに用心していてもかかるとき

にはかかる。誰がかかっても不思議じゃないのがコロナだよ。インフルエンザだってそうでしょ。大事なこ

とは学校内で基本的な感染対策を意識して徹底させることだよ。」そんなアドバイスをもらいました。その

ような中，これまでもやってきた感染症対策を，児童の学校生活の各場面でのリスクを洗い出し，より徹底

させるために，教職員と話し合って５０の項目にまとめました。紙面の都合で細かな部分は省略しましたが，

以下「串木野小ウイルスブロック５０」として，既に保護者の皆様にはお届けしているところです。現在、

第５波は収束しつつありますが，引き続きご家庭でも同様の対策をお願いします。 

 なお．私はこの５０項目にプラス１を加えて，今後の本校の感染症対策にしたいと強く思うのです。つま

り５１項目目は，新型コロナ感染症に関する偏見や誹謗中傷，詮索，差別，デマ，根拠のないうわさ拡散等々

の完全撲滅です。 

 本校では，「ウイルスブロック５０」のルールにより，家族等に熱発者がいたり，自身が普段とは違う体

調変化を感じたりした場合は，念のため登校を控えることになっているのですが，数日欠席が続いた児童に

対して，根拠のないうわさや心ない言葉を浴びせたりということがありました。相手の立場になって考える

ことができない，悲しく愚かな行動です。どうやら残念ながらこのようなことは子どもの世界だけではなさ

そうです。幸いに本校には現時点で感染してしまった児童は一人もいませんが，今後の感染症対策として，

プラス１の意識を徹底していきたいと思います。学校では然るべき事態発生の場合は，適切に皆様に情報公

開することを申し添えておきます。 

 

 【串木野小ウイルスブロック５０】 

基本ルール   

    １ 常にマスクをすきまなく着用させる。（屋外の体育の授業は外してよい） 

      ２ ハンカチを毎日携帯させる。（毎日洗濯したものに取りかえる） 

    ３ こまめな手洗い(30 秒)・せきエチケット・手指消毒を習慣化させる。 

     ※手指消毒は手がぬれている状態では効果がない。よく水をふきとる。 

    ４ 人との距離２ｍ（最低でも１ｍ）の確保を習慣化させる。 

    ５ 大声・対面活動等を控える。（授業・休み時間ともに） 

    ６ むやみに人の物（机・いす・筆記用具等）にふれない。物品共有しない。 

    ７ エアコンと同時換気の徹底。（対角上の２０ｃｍ換気と扇風機の併用） 

    ８ 感染対策行動に伴う差別的言動に関しては,適切に確実な指導を行う。 

      登校まで 

９ 毎日登校前に体調観察（検温を必ず実施）をしてから登校する。 

      登校時 

   １０ 原則無言登校とする。（あいさつは聞こえる程度の大きさでよい） 

      始業前 

   １１ 教室に入る前に石けんで手を洗う。 

   １２ 教室の窓を全開し,朝の換気を行う。担任若しくは児童自身（意識化） 

      授業中 

   １３ エアコンを入れ,扇風機を回し,教室の対角線上の窓を 20ｃｍ開ける。 
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   １４ 授業中の対面式活動及び大声での対話等は当面控える。 

     １５ 教材・教具等の共有・共用はさせない。共用物の定期的な消毒。 

     １６ タブレット等の有効活用を工夫し,職員間で情報交換・共有する。 

     １７ 終了チャイムごとに室内換気及び手洗いを行う。（当面放送による指示） 

        給食指導 

     １８ 児童のマスク着用・手洗い・手指消毒の徹底。 

       ※チェック表をコンテナ室に持参する。 

     １９ コンテナ室では床の印を先頭に整列し室内の密を避ける。同時入室は 

       ２クラスまでとする。 

２０ 当番外児童の指導と管理（学年部担任の分担指導） 

※当番引率職員と学年指導担当職員を決め,全クラス無言で待つ体制を整える。 

     ２１ 無言給食（配膳する児童・自席で待つ児童・給食中黙食） 

     ２２ 給食後歯みがきは当面行わない。（飛まつ感染防止のため） 

        休み時間（業間）・昼休み 

     ２３ 授業が終わったら,石けんで手洗いをする。（３０秒以上）※担任による見届け 

     ２４ 人との距離がある場合は熱中症防止のため一時マスクを外すことは可 

     ２５ トイレを利用するときは,間隔を空けて待つ。利用後は,必ず石けん手洗い３０秒。 

     ２６ 外で遊んだら必ず石けんで手洗いをする。（３０秒以上） 

２７ 当面友達どうしの身体的接触は避ける。マスクを着用しての会話。 

     ２８ 大声を出さない。走り回らない。（呼気が増え,マスク着用が困難） 

     ２９ 昼休み終了１０分前の放送後に石けんで手洗い。（３０秒以上） 

        清掃活動 

     ３０ 無言清掃   

３１ 清掃活動終了前の放送後に石けんで手洗い３０秒。 

        放課後 

     ３２ 帰りのあいさつ後,石けんでの手洗い（学校からの外への感染防止） 

     ３３ 放課後の不用不急の行動（他の教室等への出入り等）を控え,帰宅する。 

        下校時 

     ３４ 原則無言下校とする。（あいさつは聞こえる程度の大きさでよい） 

        保健室 

     ３５ 発熱のある児童とない児童を分離した対応。（発熱児童の別室対応） 

        図書室 

     ３６ 図書室を利用する前と後（入室前後）には必ず手洗い・手指消毒させる。 

     ３７ 業間・昼休み等は定期的に全開換気（５分程度）を行う。 

     ３８ 必要最小限の会話・室内移動・利用時間に努める。 

     ３９ 可能な限り対面着席を避けさせる。（可能な限り分散利用も進める） 

        購買部 

     ４０ 室内の定期的な換気を行う。 

     ４１ カウンターなど児童が触れる箇所の定期的な消毒を行う。 

        事務室・職員室・校長室及びリスクの高い授業形態 

     ４２ 室内の定期的な換気や人が触れる箇所の消毒を行う。 

     ４３ 外部来校者に玄関口での検温・手指消毒・名簿記名を促す（依頼）。 

     ４４ 可能な限り職員会議等は会議室や多目的室等で換気をした上で行う。 

     ４５ 連絡事項等はシースマイルを活用し,必要に応じて個別に確認する。 

     ４６ 職員の給食中の会話は控え,黙食後にマスクを着用してから行う。 

     ４７ 定期的な換気及び人が触れる箇所（電話・コピー機等）の消毒を行う。 

     ４８ パソコン等を共用した後は必ず消毒を行う。 

     ４９ 定期的な換気及び外部来客等の退室後に適宜消毒を行う。 

     ５０ 【音楽】室内での児童が近距離（２ｍ未満）で行う合唱・リコーダー 

         けん盤ハーモニカ等の管楽器演奏は当面控える。以下，同様に控える。 

        【理科】室内で児童が近距離（２ｍ未満）で行う実験や観察。 

        【図工】室内で児童が近距離（２ｍ未満）で行う共同制作や鑑賞活動。 

        【家庭】室内で児童が近距離（２ｍ未満）で行う調理実習。 

        【体育】児童が密集する運動や近距離（２ｍ未満）で接触を伴う運動。 

 

 

 



２学期スタート まずは新型コロナウイルス感染予防対策の徹底から 

 ９月１ 日より２学期が始まりました。２０２１ 年の夏は東京オリンピック・パラリンピックが開催され日本人選

手の活躍に感動しました。一方では，毎日報道される新型コロナウイルス関連の情報に耳を傾ける毎日が続いた

８月でした。いつになれば収束が見えてくるのか不安な気持ちも募る反面，学校教育では感染リスクを可能な限

り避けながら，子供たちの楽しく充実した学びの場を提供できるように夏季休業中も検討を重ねてきました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ウイルスブロック５０  

２学期スタートにあたり，全職員の意見を集約し

ながら，新型コロナウイルスの感染防止対策を「串

木野小ウイルスブロック５０」として作成，配布しま

した。これまで以上に意識を高め，最大限の感染

予防対策を行いながら安心して登校できるよう

にするためです。  

家庭での健康観察，検温を実施して登校させる

こと，マスク着用，手洗い・うがい，消毒の実施等，

これまでの対策が徹底されているか再確認しな

がら，感染防止に努めていきます。休み時間後や

給食時間前の手洗い・うがいも徹底させます。ま

た，どうしても密集してしまいがちな場面は極力

避けること等，学校全体での取組を徹底します。 

この取組には，保護者や地域の皆様のご理解・

ご協力が不可欠です。感染防止への御理解・御協

力をよろしくお願いします。「うつらぬ・うつさぬ

ルールとともに」安全で楽しい学校生活を提供で

きるように努めます。 

     子どもたちとの８つの約束 

 始業式で学校長より，コロナ感染防止のための子供

たちに８つの約束が伝えられました。 

(1) いつもマスクを隙間なくつける。 

(2) ハンカチを毎日持ってくる。 

(3) こまめな手洗い・咳チケット・消毒の習慣化 

(4) 人との距離は２ｍ以上，最低でも１ｍ空ける。 

(5) 大声を出さない。向かい合う活動を避ける。 

(6) 人の物を借りない。共用しない。 

(7) エアコンをつけても換気し，扇風機も使う。 

(8) 感染してしまったり，感染を防ぐために学校を 

  休んだりすることは誰にでもある。人のことを 

悪く言うことなく，優しい相手の立場に立った 

行動をとることが大事。 

 

自分のため，友達のため，家族のため，２学期の学校

生活は感染症予防対策を徹底することを児童にも理

解させ，全校で共通実践していきます。 

２学期始業式 代表児童が夏休みの思い出と２学期の目標を立派な態度で発表しました。 

  

 

 

 

 

 

 

1年 大迫 椛さん 

 動物園に行ったり，おじい 

ちゃんの家に行ったりして思 

い出ができた夏休みでした。 

2 学期は漢字の勉強や，走

ることをがんばりたいと思いま

す。 

 

4年 中園スミレさん 

 夏休み中は「９時オフ」を意識 

して過ごしました。自由研究にも

取り組むことができました。２学期

の学校生活では，元気に休まず

登校し，勉強・運動に励みたいと

思います。 

    感染予防のために 

ＰＴ Ａ会長の隈元眞一様より(隈元さんが代表

取締役を務める野元商店様)光触媒によるコーティ

ングにより２か月ほど効果が持続する除菌，徐ウイ

ルススプレーを提供していただきました。 

学校での感染症対策に役立ててほしいというこ

とで持参され，さっそく保健室等で活用しています。

地域の皆様も学校でのコロナ感染症対策に関心を

寄せていただいていることを感じることでした。 
給食準備の時間 席に着いて静かに待ちます。 



  国際交流パネル展示 

 国際交流課で作成されたパネルの展示を行

いました。いちき串木野市でこれまでに行わ

れた国際交流の歴史，移民運動について分か

りやすく紹介されていました。アメリカ合衆

国のサリナス市との姉妹都市盟約についても

紹介されています。「国際交流は市の特色を生

かしながら活動が行われていることが分かっ

た。」「外国人と話すことや，国際料理教室，英

会話教室などに興味をもった。」と６年生が感

想を記入していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０月行事予定 (変更されるが場合あります) 

１ 日(金) 視力検査(３年) 教育事務所・市教委合同計画訪問  

４日(月) 身体計測（４・５年）                           

５日(火) 身体計測（３・６年）視力検査（１ 年） 

６日(水)  マグロ普及出前授業(５年生) 

７ 日(木) 視力検査（２年） 

  市就学時検診(１ 年生は給食後下校) 

 ８日(金) 視力検査(６年) 

９日(土) 土曜授業 

１ ２日(火) 視力検査（５年） 

１ ３日(水) 陸上記録会(校内で実施) 

１ ８日(月) ６年生修学旅行(19日まで鹿児島市・霧島市方面) 

２０日(水) ６年生休養措置日 

２４日(日) ＰＴＡリサイクル活動 

２８日(金) 鹿児島地区研究協力校公開(外国語・外国語科) 

 

 ◇南日本硬筆展 優秀賞 

 ２-2  大迫 結菜 

 4-2  肝付 陽香 

 4-3  井手上 碧芭 

 4-3  中屋 真子 

4-3  福留 かずな 

             

市理科作品審査〈特選に選ばれた児童の紹介〉 

《採集物の部》  2-3 渕上 琳太郎    4-3 神代 陽   4-1 上園 由沙乃   

5-1 神薗 孝太朗 5-1 神薗 翔太郎 4-1中園 スミレ  5-2 是枝 海来   

5-2 堀 匡志 2-1 野島 紗衣奈  4-１ 富岡 真菜   4-1安樂 奈々  

5-1 軸屋 理仁  5-1 豊福 大河  5-1上屋 晴太郎  5-2冨永 陸人   

5-2 樋之口 大志 5-2 宮 健介   6-3 内田 智康        

《研究記録の部》 ４－3 井手上 碧芭    夏休みによくがんばりました！！ 

 

    鹿児島地区研究協力校公開(外国語・外国語科) １０月２８日(金) 

１ ０月２８日に鹿児島地区の研究協力校「外国語活動・外国語科」の研究公開を開催します。地区

内の多くの教職員に授業を参観していただき，本校の外国語活動・外国語科の研究の成果を発表するこ

とになります。当日は４年３組(藤田教諭)と５年３組(𦚰教諭)の２学級で公開授業を行いますので，他

の学級は給食後下校となります。 

 串木野小では，平成元年度からの３年間，外国語科活動及び 

外国語科の研究を進めてきました。児童が「やってみたいな」また 

「楽しそうだな」と思うような学習を計画し，目的や場面に応じて 

簡単な外国語(英語)の表現を使って楽しくコミュニケーションを図 

ることができるようにするための研究です。 

 多くの参観者に，これまでの成果を発表し，串木野小の児童が 

生き生きと外国語を学んでいるところを観ていただき，各学校で 

の指導に生かしていただくことになります。 

英語の町：いちき串木野市をＰＲする機会としても，研究公開成功に向けて努力しています。 

 

 

 

                              ３年生 外国語活動の授業 

かごしまジュニア検定合格者 

 私たちの郷土である鹿児島の文

化・歴史についてのかごしまジュニア

検定を５・６年生を対象に実施しまし

た。(鹿児島商工会議所作成)全２０問

に答え，１５問以上の正解で合格とな

り，６名が合格しました。 

  ５－１  久木野 蒼空 

  ５－１  益満 翔太 

  ５－３  野元堀 玄十 

  ６－1  木塲 亮太 

  ６－2  田代 煌晟 

  ６－3 外薗 知宏 

 郷土のことに興味をもち，知識を

備えていることは立派なことです。 

◇地区社会科作品展 

特選 4-3  

中屋 真子 

◇児童生徒作文コン

クール市審査 

〈特選〉 

1-3  岡元 小春 

4-3  中屋 真子 

5-1  南新 唯斗 

5-2  有馬 優里 

6-2  中尾 美輝 
ベスト８ 6-1 平地 令旺 
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