
 

 
子どもたちの元気なあいさつ 
ご協力ありがとうございます 

 毎朝、学校の西門・東門では、子どもたち

の元気なあいさつが聞こえてくるようにな

りました。さらに、多くの児童が目を見てあ

いさつをしてくれます。また、下校の時には、

「さようなら」に交じり「See you!」という

英語であいさつしてくれる子どももいます。

大変嬉しく思います。メールでもお伝えした

通り、２学期の始めは元気があまり感じられ

ず心配でした。各御家庭でも話題にしていた

だけたことで子供たちも変わってきたのだ

と思います。御協力ありがとうございます。

また、今後ともよろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 

秋季大運動会のお知らせ 
今年も運動会の時期となりました。各学

年、練習が始まっています。先日、お手紙

でお知らせの通り、本年度の運動会も昨年

度と同様に、２学年ごとの実施とさせてい

ただきます。コロナウイルス感染症拡大防

止の観点を踏まえながら、子供達にとって

貴重な学習の場となるよう行ってまいり

ます。各家庭で２名までの参加等制限があ

りますが、御理解・御協力の程、よろしく

お願いいたします。 

【日時】 10月 15日（土） 

予備日 10月 16日（日） 

及び 10月 18日（火）以降順延 

 ・２・５年生  8：45～10：25 

 ・１・４年生 10：45～12：25 

 ・３・６年生 13：10～14：50 

就学時健康診断があります。 
１１月１０日（木）に、来年度、入学予

定児童の就学時健康診断があります。この

日は、４時間・給食下校となります。下校

時刻が早まりますのでお気を付けくださ

い。 

令和４年度 10月号 三郷市立幸房小学校 

児童数 １年 241名 2年 233名 3年 223名 

4年 197名 5年 191名 6年 155名  

ひだまり・あおぞら 16名     計 1256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!」 
 

10 月の行事予定 
１ 土 学校公開日②（月曜日課） 

２ 日  

３ 月 振替休業日 

４ 火 避難訓練 

５ 水 クラブ活動 ※市内陸上大会は中止 

６ 木 農家見学（３年生） 

７ 金 校内研修のため５時間下校 

８ 土  

９ 日  

10 月 スポーツの日 

11 火  

12 水 クラブ活動 

13 木  

14 金  

15 土 秋季大運動会 ※雨天時お休み 

16 日 運動会予備日① ※雨天時月曜日課 

17 月 運動会振替休業日 

18 火 運動会予備日② 

19 水 お楽しみ給食（６年生）クラブ活動 

20 木 お楽しみ給食（６年生） 

21 金  

22 土  

23 日  

24 月  

25 火 スーパーマーケット見学（３年生） 

26 水 スーパーマーケット見学（３年生） クラブ活動 

27 木 全校朝会 

28 金 特別支援学級校外学習・教育相談日・スク

ールカウンセラー来校 

29 土 市民文化祭 

30 日 市民文化祭パレード（中止） 

31 月 習熟６時間（４～６年） 

11 月の主な行事予定 
１ 火 彩の国教育の日 

２ 水 委員会 

３ 木 文化の日 

４ 金 三郷市教育委員会委嘱研究発表会 

９ 水 クラブ活動 

10 木 就学時健康診断のため４時間下校 

14 月 県民の日 

16 水 三郷市小・中学校合同音楽会 クラブ活動 

17 木 感謝の会 

19 土 幸房フェスティバル 

20 日 林間修学旅行（６年）１日目 

21 月 林間修学旅行（６年）２日目 

22 火 林間修学旅行（６年）３日目 

23 水 勤労感謝の日 三郷家読の日 

25 金 教育相談日 スクールカウンセラー来校 

28 月 習熟６校時 

30 水 校内持久走大会 

12/1 木 校内持久走大会 

12/2 金 校内持久走大会 

 

いつも悔しい 泣き虫の５年生の男の子 

                                      校長 中西 健二 

その男の子は 運動が苦手でした。 

運動会や持久走大会は 毎年 いやでいやでしょうがありませんでした。 

どうにかして休めないかなあ 仮病を使って休んじゃおうかなあと考えたこともありました。  

でも いつも最後の最後で 運動会や持久走大会から逃げ出すことは出来ませんでした。 

なぜなら その男の子は 運動が苦手なのに ひどい負けず嫌いだったからです。 

苦しいことから逃げたら 負けちゃう いつも苦しいことから逃げてばかりの人になってしまう 

そう思っていました。 

 

運動会の日がやってきました。 でも かけっこで一番にはなれませんでした。 

負けるのがいやだったので その男の子は 毎日、毎日 走る練習をしていたのに 

でも 勝てませんでした。 

負けたその夜は 悔し涙で 枕を濡らしました。 

 

２か月後 持久走大会の日がやってきました。  

出発の瞬間 なんで休まなかったのだろうと後悔しました。 

走っているときは やっぱり 苦しくて 苦しくて たまりませんでした。 

でも 去年より順位が落ちてしまいました。 

やっぱり負けるのがいやだったから 毎日 こっそり持久走の練習を続けていたのに  

また友達に負けてしまいました。 

その日の夜も 家族にわからないように 泣きました。 

  

５年生の２学期の終業式の日 びっくりすることが起きました。 

何と通知表で体育に 最高の成績がついていたのです。 

まちがいかもしれないと 担任の白井先生に聞いてみると 

「まちがいじゃありません。 あなたは 負けていませんよ。 いつもあきらめていないでしょ。 

だから 最高の成績をつけました。」 男の子は嬉しくて 友達にわからないように泣きました。 

 

その男の子は それから 数えきれないほど いろいろな事に挑戦し 

数えきれないほど 悔しい思いをし続けています。  

でも そのたびに 白井先生の「あなたは 負けていませんよ いつもあきらめていないでしょ。」 

ということばが 聞こえてきます。 

白井先生は 今は 天国から見守ってくださっています。 

そして その男の子は 今は ある小学校の校長をしています。 

 

白井先生のことばを 今度は幸房小学校のみんなに贈ります。  

あなたは 負けていませんよ いつもあきらめていないでしょ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆木谷夢歩先生のおすすめの一冊をご紹介します☆  

私がおすすめする本は、『ぼくはアフリカにすむキリンといいます』です。アフリカに住むキリンが、地平

線の向こうに住むペンギンと手紙交換をします。お互いに姿の分からない相手を想像して、色々な思いを

めぐらせます。次はどんな手紙を書くのだろうかと、読みながらわくわくした気持ちになるお話です。この

本を通して、みなさんには、世界は広く、様々な姿や形があり、色々な人がいることを知ってもらえればと

思います。絵もとてもかわいらしく、親子で読むのにも大変おすすめです。 

 

幸房小学校でも、道徳の授業を大切にしています。算数の計算や漢字の問題とは違い、 

道徳の授業には、明確な答えがありません。問いに対して自分なりの思いや考えを持ちそれ

を発表します。緊張してしまうという子どももいますが、勇気を出して話すことが大切です。  

それと同時に友達の発表を聞くことも大事なことです。自分とは違う意見を聞くことで、多

様な考えがあることを知り、自分の価値観を調整し、「自分はこうありたい」「こんな人に

なりたい」という自分の思いをさらに強い思いに変えることができます。また、学んだこと

を行動に移す実践力も学びます。 

 お子さんのクラスで道徳科の授業があった日には、どんなことを話し合ったのか、ぜひ、

話題にしてみてください。 

道徳の授業ってなに？なんで勉強するの？ 

幸房小学校では、今年度、算数・道徳・外国語に力を入れていきます 

子供たちの学習に関わることや学習の様子をお伝えします。 

むし歯防止教室 
歯科衛生士の方より葉の大切さと丁寧な歯磨きの仕方を教え

ていただきました。 

ちいちゃんのかげおくり特別授業 
寺山先生より、ゲストティーチャーの動画を用いて戦争体験

のお話を聞きました。２度と戦争を起こしてはならないこと

を学びました。 

心肺蘇生法講習会 
歯三郷消防署の方々とオンラインでつなぎ、もしもの時の心

肺蘇生法の仕方を学びました。 

朝の縄跳び練習 
３分間跳びの練習に一生懸命取り組み、基礎体力の向上を図

っています。 

ダスキンキレイのたねまき教室 
ダスキンの方にゲストティーチャーとしてお越しいただき、

より上手なぞうきんの使い方などについて教えていただきま

した。 

オンラインブレンディッド授業 
外国語活動の時間にオンラインでALTの先生方とつなぎ、英

語で会話を練習しました。 


