
第１回学校応援団連絡協議会 ９月２３日（水）
本校図書館にて、令和２年度第１回目の学校応援団連絡協議会
を行いました。会議では、様々な情報交換を行うことができまし
た。お忙しい中ご来校いただきありがとうございました。今後も、
何卒宜しくお願い致します。

１０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。

私たちはいのちをありがたくただいてる?私たちはいのちをありがたくただいてる?
校長 大塚正樹

8 月の猛暑から始まった２学期も、6 週間が過ぎ、ようやく涼
しくなってきました。秋は、食欲の秋、勉強の秋、スポーツの秋、
文化の秋、芸術の秋と何をするにもいい季節です。
本校の図書館だよりで紹介された「絵本 いのちをいただく」

を読んでみました。内容は。『坂本さんは、食肉センターで仕事
をしています。息子のしのぶくんは、小学校の授業参観でおとう
さんの仕事を聞かれて、「ふつうの肉屋です」とこたえました。
その後、担任の先生に「おとうさんが仕事ばせんと、肉ば食べれ
んとぞ」といわれたしのぶくんは、「おとうさんの仕事はすごか
とやね」と坂本さんにつたえます。そんなある日、坂本さんがつ
とめる食肉センターに、女の子と一頭の牛がやってきてました。
坂本さんは、生きている牛を食肉にする仕事をしています。生き
ている牛の命を奪う仕事がつらくて、やめたいと思っていました。
ある日食肉になる「みいちゃん」という牛を育てた女の子が、牛
と悲しい別れをするのを見て、坂本さんの心が迷う』というお話
です。誰かが、この仕事をしなければ、人々はお肉を食べること
はできません。お店や、給食や家庭での食事でいただく、肉、魚、
野菜などはみな命のある、生きていたものです。人間はそれをい
ただいて、血や肉になり成長していくということを改めて感じま
した。食事は生き物をいただいている。生きていたものをありが
たくいただいている。自分たちの栄養になるものを、好き嫌いを
していてはいけないなと感じました。
そして、誰かが育ててくれた生き物を皆さんの親が働いて購入

し、調理していただいている。それを食べた後が大切です。皆さ
んの体に入った栄養は、体を動かして、頭を使って、皆さんの体
が強く、大きくなり、賢くなるために、運動や勉強をしているの
です。今まで、猛暑もありなかなか運動ができませんでした。ス
ポーツの秋を意識して、毎日少しずつでも走ればどんどん速くな
ります。運動を嫌がっていると、食べたものが脂肪となり、余計
運動が嫌になります。スホーツ選手やアスリートは自分の目標を
持って努力しています。大会で少しでもいい結果が出せるよう、
日々の練習に取り組みます。休み時間等は、できるだけ外で運動
し、寒くなる冬に向けて、体力を向上させてほしいと思います。
新型コロナウィルス感染拡大が続いてるため、制限のある生活

が続いていますが、保護者・地域の皆様のご協力のもと、子ども
たちの成長を支えていきますので、本校の学校教育により一層の
ご理解・ご支援をどうぞ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２０３名（令和２年 10 月１日現在）
１年生４５名 ２年生３５名 ３年生２７名

４年生４１名 ５年生２１名 ６年生３４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 木 朝学習 委員会 ロング昼休み 発育測定３～６年
２ 金 さわやかタイム 発育測定1･2･たけのこ
３ 土
４ 日
５ 月 朝学習
６ 火 朝学習 歯科健診1-1･5女
７ 水 さわやかタイム 歯科健診1-2･5男
８ 木 朝学習 クラブ ロング昼休み
９ 金 さわやかタイム 交通安全教室（5･6年）
10 土 土曜授業 枝豆収穫体験
11
12 月 朝学習 歯科健診3･たけのこ
13 火 朝学習 さつまいも収穫体験
14 水 さわやかタイム 5年夢の教室
15 木 朝学習 ロング昼休み
16 金 さわやかタイム
17 土 運動発表会 資源回収
18 日 運動発表会予備日①
19 月 振替休業日
20 火 朝学習 運動発表会予備日②
21 水 さわやかタイム
22 木 朝学習 クラブ ロング昼休み
23 金 さわやかタイム
24 土 前間小読書の日
25 日 前間小読書の日
26 月 朝学習 交通安全教室（低・中学年） 自分コントロールカード配布
27 火 児童集会
28 水 さわやかタイム 希望個人面談日
29 木 朝学習 委員会 ロング昼休み
30 金 さわやかタイム
31 土
11月の主な行事： 5日（木）就学時健診 7日（土）土曜授業
21日（土）土曜授業・6年三郷市小学校陸上競技合同記録会（丹後小）
20日(金)･24日(火)･25日(水)･26日(木)･27日(金)･30日(月) 個人面談・特日５

ホームペー

ジ 更 新 中

子どもたちの活躍
埼葛南部保健会学校歯科保健優良校コンクール 優秀校
学校保健歯科保健優良校コンクール審査会を実施した結果、優秀校に選

ばれ、「埼玉県学校歯科保健コンクール」へ推薦されました。

環境ポスターコンクール 栄和化工賞 ５年 豊田朝陽
三郷市クリーンライフ課からの表彰です。下記の通り市内３カ所の施設

において作品の展示及び三郷市ＨＰで掲載されます。

①日時：１０月１日（木）～１４日（水） 場所：ららぽーと新三郷 ららほっとみさと

②日時１０月１５日（木）～２１日（水） 場所：市役所本庁舎１階 市民ギャラリー

③１０月２２日（木）～３０日（金） 場所：イトーヨーカ堂三郷店１階

④三郷市ＨＰ：クリーンライフ課「第１４回環境ポスターコンクール優秀作品」 期間：１０月１日（木）～３１日（土）

身体障害者福祉のための美術展 入選
１年:半田翼 牛尾花音 大原愛梨 ２年:重松蓮汰 ３年:宮田柚菜
４年:狩野もなみ ５年:中村弥生 ６年:平山こはね
本展覧会は埼玉県障害者福祉協議会と埼玉県美術教育連盟が共催してし

ます。障害者と地域のふれあいや、障害者福祉への理解を深め、共に生き

ていこうという趣旨で開催されています。作品は２階保健室前廊下に掲示

してありますので、ご来校の際にご覧ください。

三郷市青少年育成会議「家庭の日」ポスターコンクール
優良賞 １年：古山葵乃 ６年：古山陽大
三郷市青少年育成会議からの表彰です。下記の通りの施設で展示されま

す。

①日時：１１月２日（月）～８日（日）場所：ららぽーと新三郷 ららほっとみさと

②日時：１１月１６日（月）～ 場所：三郷市青少年ホーム１階 談話スペース

よろしくお願いします
１０月１日よりス

クールサポートスタ

ッフ・倉橋由紀子さ

ん、２日より校務員

・小島洋子さんが赴

任しました。

よろしくお願いし

ます。倉橋由紀子さん 小島洋子さん



４年食育指導 ９月３日（木）
栄養士の北田先生にご来校いただき、4 年 1 組で食育指導をしていただきまし

た。 「牛乳」について詳しく教えていただき、児童は給食を食べながら真剣に
勉強しました。

稲刈り見学 ９月１０日（木）

本校学校応援団・高鹿さんの田んぼでの稲刈りの様子を、3 年生が見
学をさせていただきました。みんな、刈り取りの様子や、米作りに必要
な機械に興味をもって見ていました。その後、高鹿さんから全員に新米
をいただきました。

子ども司書の取組９月１５日（火）
本校から「日本一の読書のまち三郷子ども

司書養成講座」に参加している児童の取組が、
東武よみうりに掲載される予定になりました。
そこで、三郷市教育委員会読書推進課の先生
が来校し、ご指導していただきました。

内科検診・歯科健診・眼科検診の実施
４・５月に行われる予定で延期されていた

内科検診・歯科健診が９月に実施されました。
医療従事者が大変な時期にも関わらず、校医
さんには感謝いたします。

クラブ活動 ９月３日・１７日（木）
感染症対策に十分に配慮しながら、どのクラブも今できる活動に楽しみなが

ら取り組んでいます。また、９月の中旬を過ぎてからは、だいぶ気候がよくな
り、運動系のクラブも外で元気に走っていました。

さわやかタイム ９月３０日（水）
現在、水曜日が２・４・５年生、金曜日が１・３・６年生に分かれて、

実施しています。昨年度から取り組んでいる姿勢をよくする体操（姿育
体操）、３０日から８秒間走も加え、頑張っています。

心肺蘇生法研修 ９月７日（月）
職員で心肺蘇生法の研修を行いま

した。毎年水泳指導前に研修してい
るのですが、今年はこの日になりま
した。胸骨圧迫や AED の使い方等の
確認しました。職員は実践さながら
で研修を行っていました。

指導法研修 ９月２５日（金） ３０日（水）
前間小の先生は授業の指導方法について研修しています。道徳の研究授業があ

り、１年１組は、善悪の判断や自立について、５年１組では命の大切さについて
のの指導法について勉強しました。




