
   

                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１１月の行事予定 
１ 金 読書 彩の国教育週間（～7日まで） 

6年陶芸教室 2～4校時 教育相談日 

２ 土  

３ 日 文化の日 

４ 月 休日 

５ 火 習熟・運動 

６ 水 習熟・運動 

７ 木 音楽朝会 4年学年行事 3年農家見学 

８ 金 読書 登校指導・学校安全の日 

９ 土 しいの木収穫祭 11:00～（器楽・バトンク

ラブ） 

10 日 PTAソフト・バレーボール大会 

11 月 習熟 3年学年行事  

12 火 習熟・運動 東部南地区音楽祭（春日部文

化会館） 

13 水 習熟・運動 

14 木 県民の日 

15 金 読書 就学時健康診断 短縮 3時間（1・2・

3・4・6年下校 12:35） 5年下校 16:15 

16 土  

17 日 子ども読書フェステバル（三郷市文化会館） 

18 月 習熟 ※体育館工事予定 

19 火 習熟・運動 北中３Days 校内授業研究会 

20 水 習熟・運動 北中３Days 市内音楽会（三

郷市文化会館） 

21 木 児童集会  北中３Days 近隣球技大会 

22 金 読書 近隣球技大会予備日 教育相談日 

23 土 勤労感謝の日 

24 日 PTA資源回収 

25 月 習熟  習熟 6校時（4～6年） 

26 火 学活 5年学年行事 

3年スーパー見学 

27 水 習熟 近隣球技大会予備日 PTA 地区理事

会 

28 木 学活 授業参観・懇談会 1・3・5年 

29 金 読書 授業参観・懇談会 2・4・6 年ひだま

り・あおぞら 3年スーパー見学 

学校評議員・学校評価者委員会 

6年被爆体験伝承派遣授業 5校時 

30 土 子ども司書閉校式 

１２月の行事予定 

４ 水 持久走大会（3年、1年、5年） 

感謝の会 

５ 木 持久走大会（4年、2年 6年） 2校時 6年

租税教室   

６ 金 持久走大会予備日（3年、1年、5年） 

PTA理事会 13:30 4年社会科見学 

９ 月 持久走大会予備日（4年、2年 6年） 

 

令和元年度１１月号三郷市立幸房小学校 

児童数 １年 194名 2年 183名 3年 155名 

4年 113名 5年 88名 6年 64名  

ひだまり・あおぞら 9名   計 806名 
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様々なコンクールに作品を出品し、入賞し
た児童を表彰していきます。（敬称略で紹介
します。）  
三郷市人権作文 
優良賞 4年岡田拓樹 5年秋山美月 
    6年田中優莉乃 
三郷市読書感想文コンクール 
特選  1年藤山隆斗  2年吉田新唯菜 
準特選 2年小日向咲衣 3年浦 晴希 
入選  1年佐々木蒼空 3年佐野太星 
    4年角田倖逢  5年青柳志保 
    6年熊谷和奏 
三郷市科学振興展覧会 
奨励賞 パネルの部 
6年伊藤陽音 6年石澤心愛 
奨励賞 自由研究の部  
1年山﨑 昊 2年小野寺凱士 3年野澤駿友 
4年長原美侑 5年福士菜波 6年荒井一爽 
郷土を描く児童生徒美術展 
特選 5年九里來香  
入選 
1年山田利奈 山崎あかり 石井瑛実 井上敬太 
2年菅谷夏央 貞光麻友子 友安羚鳳  

鈴木唯花 稲垣すず 田中優衣音 
3年増井晴介 梅松実桜  
4年中村楓璃 谷口みずき 北面優香 
5年手塚明衣彩  
6年日渡桃葉 古田亜美  
校内陸上記録会 
雨天のため陸上競技親善大会が中止され

ましたが、校内では、陸上記録会を実施し 

ました。 

選手たちは、全校 

児童の前で各種目を 

披露し、大きな応援 

と拍手をもらい、力 

を発揮しました。 

保護者の皆様の応援をありがとうござい

ました。 
ワークセンター「しいの木収穫祭」へ参加 
11月 9日（土）に三郷市ワークセンターし

いの木収穫祭が開催され、本校の器楽クラブ

とバトンクラブの児童が 11:00～11:30に発

表をします。 
市内音楽会について 
11月 20日(水)三郷文化会館で市内音楽会

が開催されます。午前の部 9時 05分からの

開場となります。学校の代表として 4年 1組

が出場します。合奏は『天国の島』、合唱は

『ふるさとメドレー』です。 

「温かな人間関係を基盤とした人権教育」 

                             校長 小林 和雄 

秋も深まり、紅葉がシーズンを迎え始めました。11 月も全国的に気温は高めとなるも

のの、周期的に晴れ、朝晩の冷え込みで葉の色付きが進むため、多くの名所で平年並の見

頃を迎えるようです。 

１０月の学校公開では、多くの保護者・地域の皆様にご来校いただき、音楽会をはじめ子ど

もたちの学校生活の様子をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。いただきまし

たご意見やご感想は、今後の教育活動に生かしてまいります。 

さて、本校では毎年１１月に、縦割り活動での「花いっぱい・笑顔いっぱいプロジェクト」

や児童会を中心とした「幸房小学校いじめ撲滅宣言」など“人権”に関する取り組みが計画され

ています。私たちの周りには多くの人権問題が存在しますが、子どもたちにとって最も身近な

人権問題のひとつが“いじめ”です。本校では「いじめは、どこでも、誰にでも起こり得る」と

いう認識のもとに、豊かな異年齢集団活動を通して育んだ温かな人間関係を基盤として、いじ

めのない学校づくりを目指しています。 

平成 28 年 11 月 18 日付で、文部科学大臣より『いじめに正面から向き合う「考え、議

論する道徳」への転換に向けて』と題した以下のメッセージが発信されました。 

『いじめられた子供は、学校に通えなくなったり、心身の発達に重大な支障を生じたり、

尊い命が絶たれるという痛ましい事案も発生しています。いじめた子供も、法律又は社会

のルールに基づき責任を負わなければならない場合があるとともに、その心に大きな傷を

残します。「いじめのつもりはなかった」、「みんなもしていたから」ではすみません。ま

た、いじめられている子供を見ていただけの周囲の子供も、後悔にさいなまれます。子供

たちを、いじめの加害者にも、被害者にも、傍観者にもしないために、「いじめは許され

ない」ことを道徳教育の中でしっかりと学べるようにする必要があります。』 

本校は今年度、三郷市教育委員会より委嘱を受け道徳教育推進研究に取り組んでいま

す。道徳科の授業においては、「あなたならどうするか？」を問い、自分自身のこととし

て多面的・多角的に考え、議論していく「考え、議論する道徳への転換」を進めています。 

 ご家庭でもこの機会にぜひ、人権について、特に“いじめ”について話題にしていた

だければと思います。 

スロ－ガン元気で虹色に輝く幸房っ子 

児童が明日も学びたいと思う学校  

保護者が通わせたいと思う学校  

地域が応援したいと思う学校  

教職員が勤めたいと思う学校  

学学学校校校教教教育育育目目目標標標   

・進んで勉強する子 

・仲良くする子 

・健康な体をつくる子 

１１月に感謝の会を予定しておりました
が、１２月４日（水）へ変更させていただきま
す。 


