
 

 
三行詩の応募ありがとうございました 
 「家庭で話そう！わが家のルール・家族の

きずな・命の大切さ」をテーマにした三行詩

に多くのご応募をありがとうございました。

選考の後、12月ごろに優秀賞等が決まりま

す。素敵な 3行詩を裏面で紹介させていただ

きました。 

徒歩遠足 スカイパークへ 
 ５月１７日（火） 

の５年生の遠足をスタ 

ートとして全学年で遠 

足を実施することが 

できました。昨年度 

は中止だったためか 

子どもたちはとても嬉しそうでした。それぞ

れの学年でレクリエーションを考え、実施

し、クラス及び学年の絆を深めることができ

ました。あらためて校外での学びの大切さを

実感しました。 

緑の羽根共同募金へのご協力あり

がとうございました。 
 ５月 12日、13日に緑の羽根共同募金を行

いました。環境委員会の５・６年生でチーム

を作り、各学年の廊下にて朝、活動を行いま

した。子どもたちは、登校しランドセルを置

くと環境委員会の児童のもとへ。気が付くと

長い列ができていました。募金した後受け取

った緑の羽根を、みんな大切そうに持ってい

ました。今回、みなさんのご協力で、40840

円集まり、埼玉県緑化推進委員会へ大切に振

り込ませていただきました。 

幸房小マスコット「ブックマン」が 

リニューアルしました。 
 幸房小のマスコットキャラクターの「ブッ

クマン」が新しくなりました。新たに後ろ姿

も見ることできます。よい一層、かわいがっ

てほしいと思います。 

 

 

令和４年度６月号 三郷市立幸房小学校 

児童数 １年 241名 2年 235名 3年 224名 

4年 197名 5年 189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 

志を一つに チーム幸房 
「幸せを創る 笑顔と気力 

あふれる幸房小」 
 

「Keep smiling!」 
 

６月の行事予定 
１ 水 委員会活動 歯科健診 

２ 木 学校評議員・学校評価者委員会 

心臓検診① 

３ 金 心臓検診② 

４ 土  

５ 日 資源回収予備日 

６ 月  

７ 火  

８ 水 クラブ活動 

９ 木 授業参観日① 

10 金 授業参観日② 校内硬筆展 教育相談日 

11 土 三郷市 PTA連合会総会 

12 日  

13 月  

14 火 特別日課 A 校内授業研究会 

15 水 グラブ活動 

16 木  

17 金 社会福祉協議会講座４年 

18 土  

19 日  

20 月 交通安全教室１年 

21 火 内科検診 租税教室６年 

22 水 クラブ活動 歯科健診 

23 木 交通安全教室３年 

24 金 内科検診 

25 土  

26 日  

27 月 習熟６校時 歯科健診 

28 火 林間修学旅行説明会 

29 水 委員会活動 

30 木  

７月の主な行事予定 
１ 金  

２ 土 開校記念日 

４ 月 個人面談①特別日課５時間（下校 13:45） 

５ 火 個人面談②特別日課５時間（下校 13:45） 

６ 水 個人面談③特別日課５時間（下校 13:45） 

７ 木 個人面談④特別日課５時間（下校 13:45） 

８ 金 内科検診 

11 月 個人面談⑤特別日課５時間（下校 13:45） 

12 火 特別日課５時間（下校 13:45） 

13 水 特別日課５時間（下校 13:45） 

14 木 特別日課５時間（下校 13:45） 

15 金 給食終了 

19 火 特別日課 A（3時間） 

20 水 1学期終業式 3時間授業 

21 木 夏季休業日（～8月 25日） 

6年林間修学旅行（～23日） 

28 木 市内水泳大会→中止 

 

ファイト 一年生！ 
校長 中西 健二  

５月の下旬。昨日までの晴天から打って変わって朝から雨。 

ちょうど８：００。 

１年生の男の子が一人朝顔に水をあげている。 

心の中で「今日は、水やりは大丈夫だよ」と思いながらその子の鉢を覗き込むと 

まだ双葉のちっちゃな朝顔が３つ。他の友達の朝顔は本葉も出てきて背も高く立派だ。 

ペットボトルに水を汲んで男の子は無言で水をあげている。 

雨なんか気にせず傘をさしていない。びしょ濡れではないが  

お構いなしである。 

優しいまなざしで双葉の朝顔に水をあげていた。 

「・・・」 

その子の心の中の声が聞こえてくるようだった。 

「きっとこれから大きくなるよ。そのやさしさは朝顔に届いているから」と 

声をかけるとニッコリして 

「うん。」 

水のあげすぎもよくない、なんて言えなかった。 

ただ 心の中で 

「他の子と比べてがっかりすることなんかないんだよ。（SMAPのヒット曲ではないが） 

朝顔も あなたも 自分にしかないステキな花を咲かせることが大事なんだよ。」 

と小さな背中に、思い切りエールを送った。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ありがとう 一年生！～ 

「習慣は第二の天性なり」という言葉もあり、学校でよき習慣を身に付けられるよう努力し

ている。「相手の目を見て挨拶をする」というのもその一つ。 

先日、一年生に教わって反省している。 

「校長先生、毎朝“はようございます”って言ってます。」 

「おはようございます」を連呼するあまり、「はようございます。」という挨拶になってしまっ

ていたのだ。大規模校だからと言っても児童からすれば、教師とは常に１対１。 

もっと一人一人を大切にした挨拶をすべきであった。 

 今は、お腹に力を入れて「お」をしっかり発音して元気に「おはようございます。」を心掛

けている。目を合わせて笑顔を添えて。一年生、教えてくれてありがとう。 
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三行詩 

「家庭で話そう！わが家のルール・家族のきずな・命の大切さ」 

多くのご応募ありがとうございました。素敵な作品を紹介させてもら

います。 

手をつないで 歩いていると 

手の大きさが同じくらい 

それでもママの手は安心する 

大きくなってもかわらない 

行ってきます。上を見上げるぼく 

ニコニコえがおのママ 

今日も一日がんばるよ！！ 

ひと針に願いを込めた 

背番号 

母さんの思い 

とどいているよ 

うちのおふろ 

みんなではいるとせまいけど 

からだときもち あったかい 

いつも反抗しているけど 

ほんとは好きだよ 

ありがとう 

ママが弟をあやすのを見て 

ぼくにも同じことをしてくれたんだね 

大切にそだててくれてありがとう 

「行ってきます」 

不安そうに出発したあの日から 

もうすぐ６年 今日も元気に 

「行ってきます」 

毎朝ママは「早く起きなさい」「早くしなさい」 

早く早くばっかり 

あなたが登校した後も、やっぱり言っちゃう 

「早く帰ってこないかな」 

「おいしいね」 

その一言で 

頑張れる 

くやしくて涙をながす君を思わずだきしめた 

がんばっているのを いつも見ていたから 

ママの中で まちがいなく君は金メダル 

日本一読書のまち三郷  

☆今月は図書館司書 伊藤先生のおすすめの本を紹介します☆ 

 私がおすすめする本は石黒 亜矢子著『え

とえとがっせん』です。神のおつかいとして

いつもいばっている「干支十二支」が大嫌い

なたぬき。十二支になれなかった十二匹の仲

間（ねこ、ブタ、カエルなど）と一緒に、十

二支にたたかいを挑みます！大迫力の絵と、

ちょっとマヌケな動物たち、クスッと笑って

しまう技の数々…何度読んでも飽きない絵

本です。ぜひ、お子さんとお読みいただけれ

ばと思います。 

○外国語活動・外国語の授業の風景です。 

ALTのネイティヴの発音にふれたり、ペアで会話したりしています。 

〇教科書展示会について 

 令和４年度の教科書展示会が行われますので、ご案内いたします。 

【開催日】 令和４年６月１５日（水）～６月３０日（木） 

【開催時間】９：００～１８：００ 【会場】三郷市瑞沼市民センター３階 英会話教室・算数教室 

※閉館時間の３０分前までに入館してください。 

※２０日（月）、２７日（月）は行っておりません。また、１９日（日）、２６日（日）は１７：００までとなっています。 

児童の作品 

幸房小学校では、本年度、特に外国語・外国語活動に力を入れて取り組んでいます。 

算数の学習ももちろんがんばっています！ 

○２年生～６年生は、算数のノートの書き方を統一することで

思考力を育てています。（以下は、２年生のものです） 

保護者の作品 


