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感ずる教育を基盤に、 

やり抜く力を引き出す学校 

教
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８・９月 

第６号 
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今月の生活目標 
○チャイムと同時に学習をはじめよう。 

○登校班の集合時間・そうじの開始時間を守ろう。 

はっきり・すっきり・ピッ 準備をしてからチャイム席。 

日 曜  行   事   等 日 曜 行   事   等 

8/18 火 始業式 変則３時間日課 9 水 特別４日課 

19 水 特別３時間日課 10 木 読書タイム 安全会議 

20 木 
読書タイム 短縮５時間日課（１～４年） 

給食開始 発育測定（５・６年） 委員会 
11 金 

算数スキル ＰＴＡ理事会 

21 金 
算数スキル 発育測定（３・４年） 

12 土 
 

 

22 土 
特別３時間日課 

13 日 
 

 

23 日  14 月 読書タイム 内科検診（１年） 

24 月 
読書タイム 発育測定（１・２年・けやき） 

家庭読書の日 視力検査実施週（５・６年） 

避難訓練 眼科検診（１年） 

15 火 
学級の時間 クラブ 業間運動 

歯科健診（３年・６－１・６－２） 

25 火 
学級の時間  業間運動開始 クラブ 

歯科健診（５年・６－３） 
16 水 

親子除草 わくわくタイム ぶくぶくタイム 

26 水 
国語スキル ぶくぶくタイム  

視力検査（１年・けやき） 
17 木 

特別５時間日課  

27 木 読書タイム 内科検診（２年） 18 金 算数スキル 業間運動 

28 金 算数スキル 業間運動 視力検査（２年） 19 土  

29 土 特別３時間日課 20 日  

30 日  21 月 秋分の日 

31 月 
特別５時間日課 視力検査実施週（３・４年） 

個人面談① 聴力検査（５年） 
22 火 

敬老の日 

9/1 火 
読書タイム 業間運動 クラブ 

聴力検査（３年） 
23 水 

国語スキル ぶくぶくタイム  

内科検診（６年） 

2 水 特５日課 個人面談②  24 木 読書タイム 

3 木 
特別５時間日課 聴力検査（１年・けやき） 

個人面談③ 
25 金 

算数スキル 業間運動  

内科検診（５年・けやき） 

4 金 特別５時間日課 個人面談④ 聴力検査２年 26 土 特別３時間日課 

5 土  27 日  

6 日 
 28 月 

読書タイム ピカピカ大作戦 

内科検診（４年） 

7 月 特別５時間日課 個人面談⑤ 29 火 学級の時間 クラブ ピカピカ大作戦 

8 火 
特別４時間日課 30 水 

全校朝会 ぶくぶくタイム わくわくタイム 

陸上練習開始 

 

    

≪私のおすすめの本≫３年１組担任 井上 瑠音 

世界を変えた建物 
 

 ピラミッドにヴェルサイユ宮殿、自由の女神、エ

ッフェル塔。建てられてから何百年もたった建物

は、今もなお多くの人々に感動をあたえています。

この本は、そんな象徴的な建築物がなぜ建てられた

のか、どのような時代背景があるのかを分かりやす

く教えてくれます。フランスには、世界で最も古い

４０万年前の小屋が残っているそうですよ。また旅

行に行ける世の中になったら、実際に見てみたいで

すね！ぜひお気に入りの建物を探しながら読んで

みて下さい。 

≪私のおすすめの本≫ 音楽専科 田中 淳子 

音楽家ものがたり ベートーヴェン 
 

皆さんのよく知っている作曲家ベートーヴェ

ンの本です。まるでタイムスリップをして、音楽

家の人生と生活の様子をとなりで見ているかの

よう。作曲や演奏の場面が描かれ、音楽のすばら

しさを一緒に喜び、涙することができます。名曲

CD もつき、美しいイラストもすてきです。 読

むと聴きたくなる、聴いたらもっと夢中になるそ

んな一冊です。モーツアルトもあります。ぜひ読

んでみてください。 

児童数 ５０１名 

(令和２年８月１８日現在) 

１年生  ６１名  ４年生 １０２名 

２年生  ７４名  ５年生  ８０名 

３年生  ６６名  ６年生 １０６名  けやき １２名 

 ８月３１日（月）～９月７日（月）の５日間で
（９月１日（火）を除く）個人面談を行います。
日ごろの学校での様子とご家庭での様子の情報
交換をし、今後の教育活動に反映していきたいと
思います。お忙しいところかとは思いますが、ご
協力よろしくお願い致します。 

 ９月１６日（水）は親子除草活動となっており

ます。お忙しいところかとは思いますが、御協力

よろしくお願いいたします。また、持ち物等の詳

細につきましては１学期に配付いたしました「親

子クリーンデー(親子除草）のお願い」をご参照く

ださい。      

親子除草を行います。 個人面談を行います。 

親の心子知らず？ 
 

                       校 長  三 田  博 
  
 今から３０年ほど前であろうか、私が二人の子供の親になった頃のことであ
る。当時、私の兄弟は、お正月やお盆には、それぞれの家族を伴い実家に集ま
り、団らんしていた。そのときに出た母の言葉が今でも忘れられない。 
「私は、母親役と父親役の二役を一生懸命にやってきたつもりだった。でも、
博の話を聞いて、それができていなかったと思い、とても残念だ。」という内
容のものである。 
 これは、団らん中、成人式のことが話題になり、私が「成人式の日に、おや
じが生きていたら一緒に酒が飲めたんだろうな。」と言ったことに対しての母
の言葉であった。私としては、父親を忘れていないということを伝えたかった
のだが、母からすると、違っていたらしい。３０才を過ぎて、子供も二人にな
り、それなりに親の大変さを分かってきたつもりでいたのだが、母の言葉を聞
いて、反省した。二役を果たそうとしていた母の心の中はどんなであったのか。
父親がいないという理由で、子供に理不尽な思いをさせたくない、成人するま
ではしっかりと育てようと必死で働いていた母。母性、父性を使い分け、その
時の状況で私を育ててくれた母。それに対してその思いに気付けなかった自
分。親の気持ちは、子供にはなかなか理解できないものなのだと思った。 
親の愛は、無償の愛といわれる。無償とは、見返りを要求しないことである。 

この「見返りを要求しない」子育ては、私にとってはとても難しい。つい「の
に」が出てしまう。「心配しているのに」「一生懸命育ててきたのに」などだ。 
 書家の相田みつをさんは「仕事でも世話でも喜びをもってやることだ。人か
らお礼を言われなくても感謝されなくてもいいはずだ。当てにするから外れて
『のに』がつく。世話をさせてくれる相手がいなければ世話はできない、とい
う根本を押さえることが大事。」と言っている。 
 育児は「育自」。子育てをすることで親である自分を育てる。「のに」を封
印し、成人にはなっているが我が子の成長を見守っていきたい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 環境福祉委員の子どもたちを中心に、今年度もゴーヤの生育を進めてきました。夏休み中も
職員で定期的に水やりや草取りをしてきたことで、見事な「緑のカーテン」が出来ました。ゴ
ーヤの収穫等も今後進めてまいります。 

 
 
 
８月３日（月）に外部講師の「福田 孝子」先生をお招きし、「図書館を使った調べる学習

コンクール」の勉強会を行いました。「図書館を使った調べる学習コンクール」に取り組む３
～６年生の児童が集まり、研究の方向性や内容についてアドバイスをもらいました。 

 
 
８月３１日（月）   
９月 ２日（水）   
９月 ３日（木）  個人面談期間 

 ９月 ４日（金）   
 ９月 ７日（月）   
 ９月１０日（木）  安全会議 
９月１１日（金）  ＰＴＡ理事会 

 ９月１６日（水）  親子除草 
１０月２４日（土）  彦成ンピック 
※雨天の場合は２４日（土）は休業日となり、彦成ンピックは２５日（日）に延期となります。
２５日（日）も雨天の場合は月曜日課による授業を実施し、２７日（火）以降順延となります。 

１０月２６日（月）  振替休業日 
１１月 ５日（木）  民生委員・主任児童委員との連絡会 
１１月 ６日（金）  交通安全教室（５・６年） 
１１月 ７日（土）  三郷市陸上合同記録会（６年） 
１１月１６日（月）  学校開放運営委員会及び利用団体代表者会議 
１１月２０日（金）  浦和レッズハートフルクリニック（６年） 
１１月２４日（月）  就学時健康診断 
１２月 ２日（水）  授業参観懇談会（１～３年） 
１２月 ４日（金）  授業参観懇談会（４～６年・けやき）  
１２月 ５日（土）  校内持久走大会 
※雨天の場合は特別３時間日課における授業を実施し、校内持久走大会は７日（月）以降順延と
なります。 

１２月２４日（木）  第２学期終業式 
 
 

上記の変更内容は、８月１８日現在の予定です。その他の行事

等も新型コロナウイルス対応の関係で今後変更・中止とする場合

もありますことをご理解ください。 

 

11 月 7 日（土）に彦郷小学校を会場に、三

郷市陸上合同記録会を行う運びになりました。

ただし、参加は感染防止の最大限の配慮の観点

から残念ながら６年生児童のみの参加（保護者

の観覧も出来ません。）となりました。その記

録会に向けて、朝練習・業間練習・昼休み練習・

放課後練習が 9月 30日（水）より始まります。

（朝練習は 10 月 1 日より）汗ふきタオル・着

替え・水筒を毎日持たせてください。下校後も、

けがをしたり病気になったりしないよう、子ど

も達が自ら健康管理をするよう、お声かけくだ

さい。学校でも、熱中症に気をつけて、まめに

水分補給と休憩をさせながら、指導していこう

と思います。また、この期間は朝練習のため、

通学班を一部変更します。ご家庭の御協力、よ

ろしくお願いします。 

陸上合同記録会の練習が始まります 
 
 

 
 
緑の羽根募金、沢山御協力をいただきまして

ありがとうございます。全部で８１４９円集ま
りました。心より感謝いたします。 

  

 

 本校では、体力と学力の向上を意図し、４

年生以上は４：３０まで放課後の活動を実施

しておりました。１学期は新型コロナウイル

スの関係で活動を見送っておりましたが、９

月１４日（月）より活動を実施したいと思い

ます。よろしくお願い致します。 

 
 
 
 ７月より理科室・図工室・体育館のエアコン設置工事が始まりました。その影響で、体育館
の使用範囲が制限されてしまいますが、１１月頃にはエアコン使用可能予定です。今年度の冬
の体育館使用が楽しみです。 

なお、１１月２１日（土）に予定していました

「校内音楽会」は中止と致します。 


