
 

 
校庭の遊具修繕ありがとうござい

ました。 
 7月２日（土）、おやじの会の皆さんにより

校庭遊具の修繕作業がありました。子どもたち

のために「谷山登り」「ターザンロープ」「丸太

登り」の補修を行ってくださいました。また、

より遊びやすいよう築山のタイヤの配置を変

え、あまったタイヤで新しくタイヤ跳びのコー

ナーを作ってくださいました。ショベルカーを

用いて専門技術を駆使してくださる姿に、あら

ためて「おやじの会」の皆さんの力の大きさに

感動しました。大変気温の高い中、本当にあり

がとうございました。大切に使わせていただき

ます。 

 

 

 

 

 

 

８月２９日（月）引き渡し訓練の中止

について 
 先日メール配信で御連絡した通り、８月２９

日に予定していた引き渡し訓練は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、中止とさせてい

ただきます。 

秋季大運動会について 
本年度の秋季第運動会は、１０月１５日（土）

を予定しております。昨年度同様、学年ごとに

時間を区切り実施いたします。しかしながら現

状県内の感染者数が高止まりしていることか

ら、その時期の市内の感染状況に応じ、各御家

庭の参加人数に制限がかかることが予想され

ます。大変申し訳ありません。詳細につきまし

ては後日配付する学校からのお手紙をご覧く

ださい。 

学年だよりの廃止について 
 毎月、お配りしていた学年だよりですが、内

容が学級通信（各クラスの週報）と同様なため

２学期より廃止させていただきます。御連絡す

べきことは学級通信にてお知らせいたします

ので御理解・御協力のほどよろしくお願いいた

します。 

ご結婚おめでとうございます 
2学期より、1年４組担任の柳澤芽衣教諭が

結婚に伴い、「戸張」に苗字が変わります。ど

うぞよろしくお願いします。 

令和４年度９月号三郷市立幸房小学校 

児童数 １年 241名 2年 233名 3年 224名 

4年 197名 5年 191名 6年 155名  

ひだまり・あおぞら 16名   計 1257名 

 

 

） 

 
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 

   

スロ－ガン元気で虹色に輝く幸房っ子 

「幸せを創る 笑顔と気力 

あふれる幸房小」 
 

「Keep smiling!」 
 

８月の行事予定 

26 金 始業式 ３時間授業 教育相談日 

29 月 特日 A３時間授業 身体計測あおぞら・ひだまり 

30 火 給食開始 通常授業開始 身体計測６年（～１日） 

31 水 委員会 

９月の行事予定 

１ 木 教科書配布 PTA 理事会 

２ 金 身体計測５年（～６日） 

３ 土  

４ 日  

５ 月 スクールガード会議 13：30 

６ 火 キレイのタネまき教室（あおぞら・ひだまり） 

７ 水 クラブ 身体計測４年（～９日） 

８ 木  

９ 金  

10 土 （中学校学校公開） 

11 日  

12 月 身体計測３年（～１４日） 

13 火  

14 水 クラブ 

15 木 身体計測２年（～２０日） 

16 金  

17 土  

18 日  

19 月 敬老の日 

20 火 親子むし歯予防教室① 

21 水 親子むし歯予防教室② クラブなし 
身体計測１年（～２６日） １・２年５時間 

22 木 クラブ ※１・２年４時間下校 

23 金 秋分の日 

24 土  

25 日 資源回収日 

26 月 習熟６校時 

27 火  

28 水 支援担当訪問のため変則５時間 14:20 下校 

29 木 委員会 １・２年４時間下校 

30 金 学校公開日① 教育相談日 スクールカウ
ンセラー来校 

１０月の主な行事予定 

１ 土 学校公開日② 

２ 日 資源回収予備日 

３ 月 振替休業日 

４ 火 避難訓練 

５ 水 三郷市小中陸上競技大会 

15 土 秋季大運動会 

16 日 運動会予備日① 

17 月 運動会振替休業日 

28 金 教育相談日 スクールカウンセラー来校 

31 月 習熟６時間授業 

 

今回の新型コロナウイルス感染症拡大では、感染力の強い「デルタ株」への置き換わりが進

み，子どもへの感染も増えています。先日メールでお知らせしましたように、学校は臨時休業

や短縮日課などが決定し、保護者の皆様におかれましては、お子さんの登校についての不安も

あるかと思います。 宣言期間中は感染リスクの高い学習活動を控えるとともに、あらためて教

室の換気や手洗い・うがいの徹底をはじめとした感染予防に努めてまいります。ご家庭におか

れましても、これまでと同様に感染症対策の徹底にご協力いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

幸房小 夏の嬉しい２つの出来事         校長 中西健二 

 その１ 全国学力・学習状況調査 幸房小の６年生の学力が凄い！                            

                                                         

 

 

 

 

 

 

 この素晴らしい結果は、６年生のみんなの努力はもちろん、学校・家庭・地域が一体となっ 

たチーム幸房の成果でもある。本当に我が校の最高学年６年生は凄い！ 

その２ ほのぼのとした夏のひととき 

７月２６日、日本全国で梅雨明けが宣言された日。その夕刻に学校の駐車場で、１年生の I 

さんとそのお母様にお会いした。「うちの子は、『この学校の先生は皆いい人ばかり』と言って、

「PTA 広報誌こうぼう」を何度も広げて目を通しているんですよ。」と教えて下さった。 

その言葉は、その場にいた私を含めた４人を満面の笑顔にした。教員は単純な生き物で、そ

ういう言葉だけで物凄く元気をもらえる。思わぬプレゼントに我々の心も梅雨明け宣言。 

夏のすてきな１日になった。 
 

目標を追い続ける 実り多き８０日（２学期）にします！ 

  行田市にある県立総合教育センターでは、「よい子の電話教育相談」を開設している。昨年

度の集計では、いじめについての相談が１年の中で最も多かったのが 10 月、11 月。実りの秋

真っ盛りの時である。子供達が力を伸ばすのも秋。クラスづくりのほころびが表出するのも秋

である。子供達は成長の段階で友達とトラブルを繰り返し、人との関係づくりを学んでいく。

時にぶつかり合い、その度に理解し合い、人として成長していくが、いじめは決して許されな

い。２学期は、運動面、芸術面、学習面において子供達がチャレンジできる行事や学びが充実

している。全ての子供達がそれらに本気で向かい合い、挑戦し続ける２学期にしたい。 

  我々教師は、子供達の努力とわずかな成長を見逃さず、認めていきたい。子供達には、一つ

一つの達成感を自信に変えて、学び続ける楽しさを味わわせたい。いじめは、卑怯な弱い人間

がすることである。幸房小の子供達を、学校・家庭・地域のチーム幸房で、目標を追い続ける

たくましい子供達に育てたい。 

  小中高生の自殺者が一番多くなるのも夏休み明け。あせらずじっくり滑走路を走ってから安

全に離陸していきたい。誰も取り残すことなく、遥か上空を目指していく。 

 

  

＜７月２８日公表＞ 

・全国６年生対象 

・R4.4.19 実施 

・国、算、理の３教科 

左のグラフは、全国の正答

率を100とした時の幸房

小と埼玉県の正答率。  

特に最後まで問題を
解こうと努力した児
童の割合が高い！ 
<意識調査から> 
 
   幸房小  全国 
国語 92%    78% 
算数 96%    83% 
理科 96%    81% 
 



 

 

 

この夏休みもたくさんのイベントがありました。そちらをご紹介いたします。 

 

 

 

 

夏休み中の幸房小学校の活動紹介 

日本一読書のまち三郷 ☆今月は小川茜先生のおすすめの一冊を紹介します☆  

 私がおすすめする本は、たつみや著書の『じっぽ～まいごのかっぱはくいしんぼう～』です。この本は、私が小学生

の時に読んで感動し、大人になるまで内容を覚えているほど印象に残った本です。 

小学校３年生の太郎が、台風の翌日にゴミの中から見つけたのは小さいかっぱの赤ちゃんでした。かっぱに「じっぽ」

と名付けて、お母さんに内緒で飼い始めたけれど、友達に馬鹿にされてしまったり、飼っていた金魚を食べてしまった

りして、様々な困難に直面します。太郎が、じっぽを守るために一生懸命奮闘する姿や、じっぽとの出会いによって命

の尊さや思いやりの大切さに気付く姿にとても感動します。くりくりしたまん丸の目をしながら「きゅるる」と甘えら

れたら、私も太郎のように「じっぽ」を家に連れて帰るかも…。と想像するだけで楽しいです。ぜひ読んでみて下さい。 

サマースタディ― ７月２５日～２９日 

 学校応援団コーディネーターを中心に多数の保護者の方がボランティアとして学

習支援をしてくださいました。ご協力ありがとうございました。 

水泳教室 ７月２５日～２９日 

午前中に３コマ午後に３コマ実施し、学年を分けて実施しました。多くの児童が参

加し、水に慣れ親しみながら泳ぐことができました。 

親子で取り組む調べる学習講座 ７月２１日 

「調べる学習コンクール」の手順や方法について、また、本の選び方や調べ学習の

進め方等、講師に福田先生をお迎えし、学習講座を行いました。73 組にご参加いただ

きました。ありがとうございました。 

巡回ラジオ体操・みんなの体操会 ７月２１日 

三郷市セナリオフィールドにて、みんなのラジオ体操会へ参加しました。当時は朝

早くから集合し、広大な草原にて元気にラジオ体操を行ってきました。普段よりとっ

ても早起きでしたが大変気持ちがよかったです。保護者の皆様、引率のご協力、本当

にありがとうございました。 

おやじの会「防災体験学習」 ７月３０日 

おやじの会の皆さんによる「防災体験学習」を行いました。竹を使ったランタンづく

りや空き缶を利用しての飯ごう体験。またプールを利用して E ボート（災害時用の大き

なゴムボート）を経験し、子どもたちは目を輝かせていました。新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、規模を縮小しての実施となりましたが、とても貴重な体験をするこ

とができました。おやじの会の皆さん、本当にありがとうございました。 

工作会 ８月２日・５日 

学区図書館司書の伊藤先生による「工作会」が行われました。身近にある紙コップ

とビニール袋を利用して空気で膨らむかわいいお化けを作成しました。できあがった

オリジナルのお化けに、みんな大満足でした。２日間にわたるご指導ありがとうござ

いました。 

環境整備 ８月２１日 

PTA の役員さんを中心にたくさんの保護者の皆さん、児童の皆さんのご協力の下、

校庭や校舎裏の草とりを行いました。曇りのため気温はそれほど高くなかったのです

が、皆さん汗だくになるほど一生懸命取り組んでくださり、取った草の袋が山積みに

なるほどでした。２学期の教育活動が気持ちよくスタートできます。ご協力いただき

まして本当にありがとうございました。 


