
９月の生活目標

時間を守って生活しよう

・授業の準備をしてから休み時間にしよう。

・時計を見て行動し時間前に着席しよう。

元気に頑張る最長の２学期！元気に頑張る最長の２学期！
校長 大塚正樹

7月は梅雨が長引き、熊本豪雨球磨川や最上川の氾濫等の災害
が話題になりました。8月の今までで一番短い夏休みは、梅雨明
けの猛暑による熱中症や、新型コロナウィルスの感染拡大が進み
多くのイベントが中止になりました。
さて、今までで最も長い2学期が始まりましたが、改めて、熱

中症と新型コロナウィルスに感染しないよう生活してほしいで
す。当初は1学期にできなかった行事は、2学期に行う予定でし
たが、今の状況では、3学期に回せるものは遅らせ、規模を縮小
して行ったり、中止するしかない場合もあります。
国内では6,7月の2か月で新型コロナウィルスに感染した小学

生は90人で症状が出たのは30人でした。60人は、自分が発熱
していない、具合が悪くないのに感染していて、友達にうつす可
能性があるということです。三郷市でも、感染者が増加し、今ま
で最も感染者が多い状況です。
熱中症対策のためマスクを外す時もありますが、喋ると飛沫感

染させる恐れがあります。登下校や休み時間、給食の時間、体育
の時間等でマスクを外しているときは、喋らないようにしましょ
う。マスクをしていても目から感染するということもあるので、
1m以上人と離れて生活しましょう。
さて、6月には長い箸による「思いやり」のお話、7月には想

像力の海からの「自ら学ぶ」お話に続き、前間小の3つ目の目標
「元気よく頑張る子」についてです。
元気で頑張るためには、体力と意欲、やる気が大切です。
本校では、昨年度・今年度と体力向上推進の研究をして「自ら

を鍛え挑戦する子」の育成を目指しています。早寝・早起き・朝
ごはんを意識し、運動する機会を増やし、運動を楽しむことが体
力向上につながります。コロナウィルスの関係で仲間と高めあう
運動はなかなかできませんが、いろいろなことに興味を持ち、工
夫して挑戦し、上級生や先輩、憧れのスポーツ選手等にもつなが
るような高い目標を持つと伸びます。
さらに飛躍する第2学期とするために、新型コロナウィルスや

熱中症に注意しながらも、次の３つを実行し、一日も早く学校生
活のリズムを取り戻すことが大切です。
①早寝・早起き、朝ご飯 ②授業に集中する ③確実な家庭学

習をする
充実した2学期にするために、地域や保護者の皆様のご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。

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、以下の行事が中止や

変更となります。運動発表会、陸上記録会については後日詳しい
内容をお知らせします。
○運動会：変更 10月17日（土）運動発表会 午前（弁当なし）
種目：表現（ダンス・民舞等）・その他 19日（月）振休

○林間・修学旅行：変更 10月23日は中止 ３学期日帰りを検討
○三郷市小中陸上親善大会：変更 11月21日 ６年生のみ近隣で
場所 丹後小（丹後小･後谷小・前間小） 無観客で実施
○ふれあい読書；2学期は中止として３学期実施を予定
○５年三味線体験学習：２学期は中止として３学期実施を予定
○４年リユース見学：中止
○三郷市小中学校合同音楽会：中止○親子むし歯予防教室：中止
○発明創意工夫展：中止 ○科学振興展：変更 紙面発表
○秋の学校公開：中止 ○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

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２００名（令和２年９月１日現在）

１年生４４名 ２年生３５名 ３年生２７名

４年生４１名 ５年生２１名 ６年生３２名

夢を育む学校

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

の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 火 お話朝会 内科検診 1･3･5 年･たけのこ ロング昼休み
２ 水 さわやかタイム 内科検診 4 年男・6 年
３ 木 朝学習 クラブ
４ 金 さわやかタイム 内科検診 2 年･4 年女
５ 土
６ 日
７ 月 朝学習
８ 火 特５
９ 水 得５
10 木 朝学習 ロング昼休み
11 金 さわやかタイム
12 土
13 日
14 月 朝学習
15 火 朝学習 歯科健診２年･６年男
16 水 さわやかタイム 歯科健診 4 年･6 年女
17 木 朝学習 クラブ ロング昼休み
18 金 さわやかタイム
19 土
20 日
21 月 敬老の日
22 火 秋分の日
23 水 さわやかタイム 希望個人面談日 学校応援団会議
24 木 朝学習 心臓検診 1 年 ロング昼休み
25 金 さわやかタイム
26 土 土曜授業
27 日 前間小読書の日
28 月 朝学習ム 自分コントロールカード配布 眼科検診 1･3 年たけのこ
29 火 お話朝会
30 水 さわやかタイム

10月の主な行事予定
9日（金）交通安全教室（5･6年） 10日（土）土曜授業

17日（土）運動発表会・資源回収 19日（月）振替休日
23日（金）6年修学旅行（日帰り）26日（月）交通安全教室（1～4年）
28日（水）希望個人面談日

ホームページ

更新中

新しい生活様式における熱中症予防
まだまだ暑い日が続く中、マスクを着用した新しい生活様式で

の熱中症予防が求められています。そこで、以下のことを学校で
指導していきます。ご家庭でも声かけをお願いします。
１「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント
○屋外で人と十分な距離（少なくも２ｍ以上）が確保できる場
合には、マスクをはずしてもよい。
○マスクを着用している場合には、強い負荷の作業や運動は避
け、のどが渇いてなくもこまめに水分補給をする。

○冷房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保する。
○体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養する。
○３密（密集、密接、密閉）を避ける。

２ 従来からの熱中症予防行動の徹底
○暑さを避ける。
・室内の温度・湿度をこまめに確認し、適切管理する。
・涼しい服装を心掛け、外に出る際は帽子を活用する。
・少しでも体調に異変を感じたら、涼しい場所に移動し、水分
補給する。

・気温３５度以上になったら、原則運動を中止する。
○のどが渇く前に、こまめ水分補給をする。
○適度に運動を心掛け、身体が暑さに慣れるようする。

学校応援団（見守り隊）募集中
朝や放課後、児童の登下校時の安全指導や見守りをできる方

を募集しています。本校にお子さんが在籍していなくてもかま

いません。問い合わせは、学校（０４８－９５８－１２１１）

教頭までお願いします。



ご協力ありがとうございました
夏休み中、ご協力をいただき、ありがとうございました。

①ゴーヤや草花、うさぎのお世話をしていただき、お陰様で元気
に育っています。

②学校応援団・地域の皆様には、日頃より児童への声かけをして
いただきありがとうございました。２学期もよろしくお願いし
ます。

多読賞の表彰 ７月３１日（金）

７月３１日の終業式終了後、読書記録の目標を達成した児童を
放送で紹介し、業間休みに校長室で表彰を行いました。表彰では、
どの児童も誇らしげでした。目標を達成した児童の皆さん、おめ
でとうございます！

２学期最初の委員会 ８月２０日（木）
２学期最初の委員会がありました。６年生が中心となって活動
計画を立て、担当場所の整理・整頓、掃除等を行いました。少し
ずつ、活動範囲を広げていきます。

２学期スタート ８月１８日（火）
１７日間の夏休みを終えて、第２学期の始業式を迎えました。

放送による始業式では、１学期の終業式と同じように「ハイ・ヒ
コ・ピン」の正しい姿勢で話を聞くことができました。

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。

第２学期始業式・児童代表の言葉
３年１組 岩下真桜

わたしが、二学期がんばりたいことは三つあり

ます。一つ目は運動です。一学期に新コロナウイ

ルスの関係で運動ができなかった分、ミニハード

ル走をいっぱいがんばりたいです。二つ目は運動

発表会です。去年はなれなかったリレーの選手に

なれるようがんばりたいです。三つ目は授業です。

いっぱい手をあげて、皆の前で思ったことを発表

したいです。今まで、皆の前で話すことがはずかしくて苦手だったので、で

きるようにしたいです。

５年１組 高橋賢史

ぼくが２学期がんばりたいことは、三つあります。

一つ目は運動です。特に縄とびは、毎日練習をして、

二重とびや他の難しい技をできるようにしたいです。

二つ目は勉強です。国語は自分の感想を書くこと、算

数はわり算と図形が苦手です。算数では集中的に自学

ノートに練習し、国語では本を読み、ノートに感想を

毎日書きたいです。三つ目は生活です。特に忘れ物は、

一日二回チェックして忘れ物がない生活にしたいです。２学期はこれまで以

上に、低学年、中学年の手本になるように、完ぺきな高学年を目指し、自分

から進んで学校のために役立つことをしていきたいです。

第１学期終業式・児童代表の言葉
１年１組 秋田幸史郎
ぼくが、いちがっきにがんばったことは、３つあり

ます。ひとつめは、なわとびです。れんしゅうをして、

にじゅうとびをできるようになりました。ふたつめは、

きゅうしょくです。いちがっきのきゅうしょくは、き

らいなものもちゃんとたべました。だからいちがっき

のきゅうしょくは、ぜんぶのこさずたべることができ、

おかわりもしました。みっつめは、そうじです。ぞう

きんで、ゆかをすみずみまでふきました。ぼくはいち

がっきにがんばれたことをつづけていき、すうぱあいちねんせいになりたい

とおもいます。

６年１組 岡村拓

ぼくはⅠ学期にがんばったことが三つあります。一

つ目は、勉強です。勉強ではその日に習ったことをノ

ートを見て復習し、その日に覚えました。そして、毎

日自主学習で漢字をやったので、漢字テストではよい

点ががとれました。二つ目は運動です。晴れの日に毎

日外に出てサッカーや走ったりしました。三つ目は早

寝早起きです。夜はしっかりと寝て朝はよゆうをもっ

て起きられたので、朝ごはんもしっかり食べられました。二学期にがんばり

たいとは、最高学年として毎日勉強をしっかりとやり、友達にも前間小のみ

んなにもやさしくしたいと思いました。

学校図書館開放日 ８月３日（月）・６日（木）
２日間で延べ１０５名、

２８１冊借りに来てくれ
ました。友達と誘い合わ
せて一緒に勉強をしたり、
保護者の方も借りに来て、
一緒に楽しんでいる姿が
みられました。




