
保護者アンケート結果（106家庭回収） 
昨年末にご協力いただいたアンケート結 

果をお知らせします。（「とてもよい」と「よい」の合計割合） 
１楽しく学校生活を送っていますか。 【93.4％】 
２基本的生活習慣が身に付いていますか。 【75.5％】 
３学習したことが身に付いていますか。 【86.8％】 
４友達のことを考え仲よくし行動していますか。 【89.6％】 
５決まりや約束を進んで守ろうとしていますか。 【80.2％】 
６「思いやりをもつ子」「自ら学ぶ子」「元気よく

がんばる子」は、育っていますか。   【91.4％】 
７「家庭･地域と連携･協力した学校」を目指して取 

り組んできましたが、どう思いますか。  【96.2％】 
８HP やおたより、掲示物などによって、学校の 

様子は分かりましたか。      【90.3％】 
９学校公開等の回数はどう思いますか。 【92.2％】 
10 読書活動の取り組みについてどう思いますか。【95.1％】 
11 相談しやすい学校の雰囲気を感じますか。【90.3％】  
12 行事に、できるだけ参加するようにしていますか。  【86.4％】 
13 心配事を学校に相談していますか。 【79.6%】 
14 生活、翌日の学習準備などについてお子さんと

お話をしていますか。       【87.4％】 
15 近所の子に進んで声をかけますか。 【81.6％】 

ご協力ありがとうございました。今後に 
活かしていきます。 
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日 曜 朝 行  事  等 

１/1 水  冬季休業日 元日  

2 木   

3 金   

4 土   

5 日   

6 月   

7 火   

8 水  A3 日課 ３学期始業式 

9 木  A3 日課 発育測定（4･5･6 年） 

10 金  A4 日課 発育測定（たけのこ・1･2･3 年） 給食開始 

11 土   

12 日   

13 月  成人の日 

14 火 お 話 朝 会  

15 水 さわやかタイム  

16 木 漢・計タ イム  委員会 ロング昼休み 英検教室 

17 金  A6 日課 漢字検定 

18 土  読書ウィーク 

19 日  三郷市地域交流サッカー大会（三郷スカイパーク） 

20 月 ふ れ あ い 読 書  

21 火 読書集会  

22 水 読書タイム  PTA 代表会 

23 木 読書タイム  ロング昼休み 英検教室 クラブ⑫ 

24 金 読書タイム  

25 土 
 家庭読書の日 英語検定（丹後小） 書初中央展（瑞

沼市民センター） 読書フェスティバル（三郷市文化
会館） 埼葛美術展（蓮田市総合市民体育館） 

26 日  家庭読書の日 書初中央展（瑞沼市民センター） 埼葛美術展（蓮
田市総合市民体育館） 三郷市地域交流サッカー大会予備日 

27 月 読書タイム 避難訓練 自分コントロールカード配布 

28 火 音楽朝会  

29 
 

水 さわやかタイム  

30 木 前間検定 クラブ⑬ ロング昼休み・なかよしタイム 

31 金 前間検定 希望個人面談（ぜんまの日） 

ＮＯ.９ 

令和２年１月 9 日 
三郷市立前間小学校 

児童数１７７名(令和２年１月８日現在)         
１年生  ３５名  ２年生  ２７名  ３年生  ３８名 

４年生  １９名  ５年生  ３１名  ６年生 ２７名 

 きらりとひかる前間っ子「ハイニコピン」 

HP  http://www.edu.city.misato.lg.jp/zenmasho/ 

学校教育目標 

○思いやりをもつ子 
○自ら学ぶ子 
○元気よくがんばる子 

令和２年 明けましておめでとうございます！   
                 校長 寺山友也   

明けましておめでとうございます。保護者の皆様、地域の皆様には、希望に満ちた令
和２年の新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、昨年中は本校 
教育の推進にご理解、ご協力、ご支援を賜りましたことに、心より御礼申 
し上げます。 
               さて、昨年中の出来事といえば、１２月 
              の校内持久走大会での１シーンが思い出さ 
              れます。天候に恵まれた当日、いよいよ本 
                            番、の緊張感の中、各学年の疾走は滞りな 
              く進行しました。自信満々に私の前を駆け 
              抜ける子より、苦しいながらも頑張るぞと 
              いう子たちが多かったように思います。そ 
              んな中、ゴール直後だけでなく、閉会式が 
              始まってもなお（悔し）涙にむせぶ子がいました。１人
や２人ではなく、学年が異なっても数名おりました。その後、閉会式が始まり、私は今
日までの頑張りを称賛するとともに、今の悔しさをバネに明日からの「心と体の健康づ
くり」に励むよう話をしました。お伝えしたいのは、この後です。実はその後、翌日か
ら自宅周りのランニングを始めた前間っ子のことを耳にしたのです。早速、本人に話を
訊くと、会話の中に「揺るぎない強 
い思い」が溢れていました。正に、 
校歌３番「富士と筑波の揺るぎない 
猛（たけ）し姿に憧れて 強くたくま 
し この体 鍛えて伸ばす 前間小」を 
体現していました。もちろん、失敗 
を引きずらず、気分転換をすることも時には必要です。でも、ミスや失敗をバネに、力
を蓄えられる前間っ子の底力を垣間みた思いです。    
 ご存知の通り、今年はオリンピック・パラリンピックの年です。昨年から盛んにいろ
んな種目の代表選考で、しのぎを削っているニュースが報じられています。私は、代表
枠争いに打ち勝ち、世界のアスリートと競う選手だけでなく、自分の目標達成に向け、
鍛え伸ばし続けている人（子）たちの頑張りにも注目したいと思います。 
                               さあ、今日からいよいよ３学期のスタートです。前 
                              間っ子同様、私も仲間とともに立ち向かい、レベルア 
                              ップを図り、今年１年を充実した実りある年にしたい 
                              と考えております。 
                                保護者の皆様、地域の皆様、どうか本年もご理解、 
                              ご協力、そしてご支援を賜りますようよろしくお願い 
                              申し上げます。 

 
 

【市内音楽会】 
優秀賞 前間小4年1組 
【家庭の日ポスターコンクール】 
優秀賞（三郷市）入選（県）5年:古山陽大 
【調べる学習コンクール】 
優秀賞 6年:西藤聖華 5年:村田航太朗 
【三行詩】 
教育長賞 5年: 田中翔晟 
【三郷家読の日の取組】 
家庭の日教育長賞 
1年: 栗崎奈々 3年: 遠藤翼空  
6年: 鶴町愛望 
【三郷市児童生徒スポーツ絵画ポスター展】 
学校代表 5年: 田中翔晟 村田航太朗 
【家族のきずなエッセイ】 
入選 4年:豊田朝陽 5年: 田中翔晟 
【校内持久走大会】第1位 
1年 斉藤裕貴   栗崎奈々 
2年 熊田清久郎  木下佳菜美 
3年 村田慶士朗  半田美琴 
4年 大竹嶺壱   中村弥生 
5年 田中暖大   戸張梨花 
6年 押田景太   木下由菜 
 

三郷市読書ウィーク 
 市の取組として、18 日（土）から読書ウィークとして 
最終日 25 日（土）は読書フェスティバルが開かれます。
本校でも、学校応援団や図書委員会、柳先生による読み
聞かせ、縦割り班による本紹介等、様々な取組を予定し
ています。中でも、来月にはプー横丁さん方による読み
聞かせは、三郷の民話「おおかみ塚」が予定されていま
す。12 月末までに本校の学校図書館での貸出 
冊数は 14,400 冊を超えました。これは前年度 
より、1,000 冊多いペースです。読書ウィーク 
を通して、本に親しむよい機会としてください。 
 

初日の出 
(屋上より) 

屋上からの 
富士山と 
筑波山(元旦) 

 



子どもたちは、読まれる「本の題名」か
ら読み聞かせの場所に移動します。どの先
生が読んでくれるのかドキドキです。みん
な目をキラキラさせながら、物語の中へ聞
き入っていました。 
 

色彩心理診断士の押田先生をお迎えして「色からわかる子ども
の心、私の心」について講演をいただきました。カードを使った
心理ゲームに保護者の方も職員も大いに盛り上がり、楽しく充実
した時間となりました。 

保護者の声➡「話してくれない子どもの心を色で知ることがで
きるなんて。娘の心を探ろうと思います。」 

 

 

  

   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

とひかる前間っ子！ 1２月の教育活動 
1２/３ ありがとう集会 

前間小学校は、たくさんの地域の方々に支えられていま
す。前間っ子の成長を温かく見守ってくださる皆さまに少
しでも感謝の気持ちを伝えられればと「ありがとう集会」
が行われました。学校応援団コーディネーターの樋口様の
ご挨拶では、思わず涙が、、、。地域の方々、保護者の皆さま、
子どもたちと職員の絆を深めた、とても温かい一日でした。
これからもどうぞよろしくお願いします。 

きらり 

1２/４ おはなし宝島（先生による読み聞かせ） 

1２/５ 校内持久走大会 

1２/１０ 学校保健委員会 1２/１１ 校内書き初め競書会


