
夏休みを楽しく安全に
明日から夏休みになります。学校から出ている「夏休みの過ごし

方について」をよくお読みいただくとともに、以下のことを特に注
意して、生活させてください。
○新型コロナウイルス感染拡大予防
・発熱等体調が悪いときには、自宅で休む。
・お子さん・家族が感染または濃厚接触者となった・PCR 検査を受
けた場合は速やかに学校へ連絡をする。

○交通事故防止
・自転車に乗るときは、ヘルメットの着用
・交差点や丁字路では必ず止まって左右確認。
○ケータイ・スマホの使用
・SNS等で友達の悪口は書きこまない。
・保護者の責任のもとで、ルールを決めて使用を
○困ったり悩んでいたりしたら相談を（いじめ・不登校・悩み等）
・困ったときの相談窓口（埼玉県ホームページ）

https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/kyouikusoudan.html
・「子どもスマイルネット」０４８（８２２）７００７

夏休みの目標

交通ルールを守ろう

規則正しく生活しよう

自ら学ぶ力は、想像力の海へ !自ら学ぶ力は、想像力の海へ !
校長 大塚正樹

6月からスタートした1学期が7月31日で終わりました。
長いようで短い、短いようで長い人生初のマスクを着け続けた

２か月でした。一学期の成績を振り返り、良い点を伸ばし、もっ
と頑張るところをこれから意識していきましょう。
さて、本校の教育目標の２つ目は、自ら学ぶ子です。自ら学ば

ない子は?先生や保護者に言われてやる。言われてもやらないと
いうことになります。人は、なぜ、勉強するのでしょう。動物は
食事や睡眠はしても勉強はしません。先日、Aさんに紹介された
「このよで いちばん はやいのは」 (あべ弘士 絵)という絵本に
ヒントがありましたので紹介します。
この世で一番速いものは、何だろう？という問いかけから、カ

メよりウサギが速い。ウサギよりカモシカが速い。カモシカより
チータが速い。となり、チータより水の中を泳ぐバショウカジキ、
空を飛ぶハリオアマツバメが速い。人間はそれらの動物たちより
遅いが、もっと速い道具を作り出した。
新幹線、ジェット旅客機。それより音や
光が速い。科学の世界では、これで終わ
りだが、この本では、私たちの頭の中に
ある、想像力が一瞬でどこへでも行ける。
目をつぶると、想像力の海、どこまでも
広がる海で、好きなように泳ぐことがで
きる。でも、その海は、使っていないと
しぼんでしまう。というお話の絵本です。
考えることの大切さを教えられているような気がします。
自ら学ぶとは、学びたい、知りたい、できるようになりたい…

という意欲を大切にし、「どうしてかな?なんでこうなるのかな?
こういうばあいはどうなるのかな?」という疑問を伸ばしていけ
ば、自ら学ぶ子になれます。本を読んだり、ノートをとったり、
漢字や計算の練習も大切ですが、体験したり、考えることを続け
てほしいです。
今の子どもたちが大人になる頃は、AIやICTがさらに発展し、

テレワークが多くなるかもしれませんが、人と人とのコミュニケ
ーション能力や、学んだ知識や技能だけでなく、見たことのない
課題に取り組む勇気や能力が必要となります。そのためには、自
ら学ぶ力が大切になります。8月18日からの2学期にむけて、夏
休みを充実させましょう。1学期のお礼と２学期も、保護者の皆
様のご協力・ご支援をよろしくお願いいたします。

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

児童数１９６名（令和２年７月 31 日現在）
１年生４５名 ２年生３４名 ３年生２６名

４年生３９名 ５年生２１名 ６年生３１名

夢を育む学校

住所：三郷市前間 197-1
TEL：048-958-1211
FAX：048-958-1212

コロナ関連による主な行事の中止や変更について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後中止や変更となる行事が決

まりました。子どもたちの楽しみにしている行事が中止や変更となり、大変
残念なことですが、大切な命を守る判断です。ご理解ご協力をよろしくお願
いします。
三郷市小中学校合同音楽会：中止 例年４年生が参加
親子むし歯予防教室：中止 例年１年生が親子で参加
発明創意工夫展：中止
科学振興展：変更 紙面発表
三郷市小中陸上親善大会：変更 ６年生のみ近隣で記録会を検討
硬筆競書会：中止
秋の学校公開：中止
運動会：変更 運動発表会を検討中
林間・修学旅行：中止 日帰りで検討中
P連スポーツ大会：中止
三郷市民文化祭・三郷市小学生絵画展：中止

の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 土 夏季休業日（17日まで）
２ 日
３ 月 学校図書館開放日10:00～12:00 13:00～15:00
４ 火
５ 水
６ 木 学校図書館開放日10:00～12:00 13:00～15:00
７ 金
８ 土
９ 日
10 月 山の日
11 火 学校閉庁日
12 水 学校閉庁日
13 木 学校閉庁日
14 金 学校閉庁日
15 土
16 日
17 月
18 火 第2学期始業式 特別日課3時間
19 水 特別日課3時間
20 木 朝学習 給食開始 4時間授業 委員会
21 金 さわやかタイム
22 土 土曜授業
23 日
24 月 朝学習
25 火 朝学習
26 水 さわやかタイム
27 木 朝学習
28 金 さわやかタイム
29 土 土曜授業
30 日
31 月 朝学習
※夏休み中の電話対応時間は8:20～16:50です。
※８月より、校門通過時間が8:00～8:10になります。
９月の主な行事予定
１日(火)内科検診 たけのこ･1･3･5年 2日(水)内科検診 4男･6年
３日(木)クラブ 4日(金)内科検診 2･4年女
８日(火)特別日課５時間14:30下校
９日(水)特別日課５時間14:30下校 23日(水)希望個人面談
26日(土)土曜授業

フェイスシールドの寄贈
八木郷小学校の学区の澤田商店様より、教職員

用にフェイスシールドを寄贈していただきました。
活用させていただき、より一層、感染拡大防止の
ために努めて参ります。澤田商店様のご厚意に感
謝申し上げます。ありがとうございました。

ホームページ

更新中

緊急の場合は三郷市教育委

員会へご連絡ください。

048-953-1111

よろしくお願いします
7月 1日より、安立智子先生が赴任しました。
主にたけのこ学級を中心として支援に入って
いただけることになりました。よろしくお願
いします。

https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/kyouikusoudan.html


第1回学校評議員会 ７月７日（火）

評議員委嘱状交付の後、授業を参観していただきました。その後、
オンラインに慣れていく必要性やコロナと共存していく必要性につ
いて話し合いました。また、子どもたちがよくなったところとして
「朝の挨拶がよくなってきた」、改善するところとして「下校のと
きに広がって歩く」という点についてお話しいただきました。貴重
なご意見をいただきありがとうございました。

令和２年度学校評議員
村上加奈子様 村岡隆光様 宮田雅彦様
早澤美保様 清水睦美様
よろしくお願いします。

資源回収・PTA新旧役員会 ７月３日（金）

資源回収は安全環境部の方々を中心に、段ボールや雑誌等を
体育館から出していただきました。また、懇談会で PTA の部員
決定後、体育部長さん等を決め、新運営部の紹介がありました。
昨年度の役員さんありがとうございました。新役員の方々、よ
ろしくお願いします。

クラブ活動始まる ７月１６日（木）
クラブ活動が始まりました。高学年がダンスや音楽、外遊び、球
技、アート、科学等 6 つのクラブに分かれ、木曜日に活動します。
なかなか開催できませんでしたが、3 密を避けながら、少しずつで
きることを再開していきます。

こちらの QR
コードを読み
取っていただ
くと。本校の
ホームページ
にすぐにアク
セスできます。

１年・学年集会 ７月１７日（金）

7 月に入り登校時間を遅らせましたが、5 時間授業が続きやや
疲れ気味で体調不良の子が特に１年生で多くなってきていまし

た。改めて、授業規律の確認として「人の話は目で聞く」等の 3
つの約束と、体調不良時はすぐ保健の先生に伝えること、無理し

て登校しない等の指導をしました。児童は先生の話を真剣に聞き、

いい返事をしていました。

子ども司書開校式 ７月１８日(土)
市内のピアラシティ交流センターにおいて「日本一の読書の

まち三郷 第 9 期子ども司書養成講座」開講式が開催されまし
た。本校からも６年の北野碧緒さん・古山陽大さんが参加し、
抱負を紹介された後、三郷市有田教育長や三國市立図書館長よ
り激励の言葉をいただきました。本好きな児童の代表として図
書館司書の仕事を勉強してほしいです。

埼玉県学力・学習状況調査 ７月１５日（水）

4～6年生の埼玉県学力・学習状況調査をしました。範囲は昨年

度の学年までのものでした。最後まで諦めず、頑張っていました。

漢字検定 ７月１０日（金）
本校を会場にして漢字検定が行われました。今回は 1 ～ 6 年生の

児童 17名が受検しました。

校長先生の授業
６月２４日（水）

算数の「文字と式」の学習
で、校長先生と 6 年生が授業
を行いました。最初の問題で
考えたことを活用しながら、x
を使う式を考えていました。

２年・ざりがにつり
６月２７日（土）

生活科でざりがにつりに行っ
てきました。当日は、「楽しみす
ぎて眠れなかった！！」という
声も聞かれました。７月にはざ
りがにの絵を描きました。

３年・学校の周りの様子探検 ６月２９日（月）
社会科の学校の周りの地図づくりで、北方面を見学しました。
学校の北側は田んぼが多いこと、病院があることがわかりました。
また土手に上って、新しくできる三郷流山橋をみてきました。


