
１１月の生活目標

人の話はしっかり聞こう

・話す人を見て！

・目・耳・心で！

頑張れ! 人は心が原動力だから頑張れ! 人は心が原動力だから

心はどこまでも強くなれる!心はどこまでも強くなれる!
校長 大塚正樹

１０月は、暑さも過ぎ、運動発表会に向けて、外遊びやさわや
かタイムで走る機会を増やしました。1８日の本番では、前間小
が一体となり、いい運動発表会にしようという児童の真剣な演技
に感動を覚えました。練習ではなかなかうまいかないことが上手
にできて一つ自信をつけ成長したと思います。
最近、「鬼滅の刃」というアニメ映画が興行収入の記録更新の

大ヒットという話題がありました。本校の児童にもファンはいる
ようです。主人公・竈門炭治郎は亡き父親の跡を継ぎ、炭焼きを
して家族の暮らしを支えていましたが炭治郎が家を空けたある
日、家族は鬼に惨殺され、唯一生き残った妹・禰豆子も鬼と化し
てしまう。悲しい始まりから、禰豆子を人間に戻す方法を求め、
鬼を追うため剣術の修行をしていく話の様です。家族を助け、強
く生きるため、炭治郎は厳しい修行を続けていきます。
「頑張れ!人は心が原動力だから 心はどこまでも強くなれる。」
は炭治郎が女剣士カナオに話した言葉です。アニメの中の言葉で
すが、「人は強い心、強い信念を持って行動すれば頑張ることが
できる」というのはよく言われていることです。
５年生の夢の教室、夢先生の荒田雅人さんも、「夢をかなえる

ために挫折に打ち勝つのは、諦めない心」だとお話ししていまし
た。勉強する時、運動する時、自分の目標をしっかり持って、諦
めない強い心で取り組めば、どこまでも頑張れるのではないでし
ょうか?「夢を育む前間小」の児童として、将来の夢、自分の目
標に向かって、計画的に何かに取り組み続けることを大切にして
ほしいです。
11月からは長い２学期も後半になります。心配していた授業

の進度もだいぶ追いついてきたようです。わからないことをその
ままにしないで、できるようになるまで練習し、今年の学習内容
は今年のうちに身に着けるようにしましょう。
保護者の皆様には、新型コロナウィルス感染拡大防止のために

なかなか学校の様子をお伝えることができませんが、月末の個人
面談等で、お話を聞いたり、何かございましたら、電話連絡等で
お願いできれば幸いです。また、家族感染がいわれており、感染
拡大防止には、ご家族で気を付けていただくと同時に、インフル
エンザの季節も近づいてきますので、お子様の健康管理にご留意
をお願いいたします。引き続き、地域や保護者の皆様にも本校の
取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。

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２０１名（令和２年 10月 27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１９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 日 彩の国教育の日
２ 月 朝学習
３ 火 文化の日
４ 水 お話朝会 らんどせるブックよもよも 1年
５ 木 朝学習 就学時健康診断
６ 金 さわやかタイム
７ 土 土曜授業
８ 日
９ 月 言葉の力タイム
10 火 朝学習
11 水 さわやかタイム
12 木 朝学習 クラブ ロング昼休み
13 金 さわやかタイム
14 土 県民の日
15 日
16 月 朝学習 自分コントロールカード配布
17 火 児童集会 持久走前健診
18 水 さわやかタイム
19 木 朝学習 ロング昼休み クラブ
20 金 特別日課 5時間 個人面談①
21 土 土曜授業 6年陸上競技合同記録会（丹後小）
22 日
23 月 勤労感謝の日
24 火 特別日課 5時間 個人面談②
25 水 特別日課 5時間 個人面談③
26 木 特別日課 5時間 個人面談④ デザート選挙 6年
27 金 特別日課 5時間 個人面談⑤
28 土 前間小家庭読書の日
29 日 前間小家庭読書の日
30 月 特別日課 5時間 個人面談⑥
12/1 火 お話朝会
12月の主な行事：3日（木）委員会 5日（土）土曜授業
9日（木）書き初め競書会 16日(水)総合学力調査
17日（木）特日５ 18日（金）特日５
19日（土）土曜授業 21日（月）特日５
22日（火）特日５･給食最終日 23日（水）特日３

枝豆・サツマイモ収穫体験 10月 13日(火)15日(木)
今年も学校応援団

の高鹿さんの畑で、
全校児童に収穫体験
をさせていただきま
した。たくさん収穫
することができ、み
んな大喜びでした。
高鹿さんをはじめ、
お手伝いいただいた
保護者・学校応援団
の皆様、ありがとう
ございまいした。

夢の教室 10月 14日（水）
5 年 1 組で「夢の教室」オンラインを実施しました。子どもた

ちに「夢を持つこと、それに向かって努力することの大切さ」、「仲
間と協力することや、助け合うことの重要性」などを講義等を通
して伝える目的として、現役のスポーツ選手や OB、OG の方々が
「夢先生」となり、授業を行うのが「夢の教室」オンラインです。
今回の「夢の教室」では夢先生として荒田雅人さん、アシスタ

ントとして梅田 翼さんにご登場いただきました。5 年 1 組の子ど
もたちと夢先生をオンライン（ZOOM を使用）で繋ぎ、子どもた
ちに向けて夢先生の体験（夢との出会いや夢に向かう中で苦しか
ったこと、つらかったこと等）について話していただき、「夢を
持つことの素晴らしさ、それに向かって努力することの大切さ」
などを伝えていただきました。5 年 1 組の子どもたちは荒田さん
の、何度も悔しい思いをしながらも夢を諦めなかった話を聞きな
がら、自分自身の夢について深く考える時間となりました。

ホームペー

ジ 更 新 中

6年生・校内林間学校の実施
6 年生の林間･修学旅行が中止となってしまいましたが、少し

でも楽しい思い出を作ってもらうため、下記の通りイベントを実
施します。
「校内林間学校ーレク&キャンプファイヤー&花火in 前間小ー」

キャンプファイヤーや花火等を行います。
日程：10月 30日（金）雨天時 11月 2日（月）

16：30～ 18：10
場所：前間小校庭 対象：６年生児童
※原則保護者の参観はできません。



運動発表会 10月 18日（日）
18 日は雨天順延した運動発表会が開催されました。雨上がりで

グランドが心配でしたが、何とか予定の種目をすることができま

した。児童は、徒競走やリレー、表現発表を一生懸命に行い、大

成功の運動発表会となりました。

二時の架け橋録音 10月 21日（水）
6 年生の三吉智大さんが防災三郷

の「二時の架け橋」のレコーディン
グを行い、報告に来てくれました。11
月 9 日～ 1 月 22 日まで流れますの
で、二時の防災三郷を聞いてみてく
ださい。『こちらは、防災三郷です。
これから、小学生が下校する時間に
・・・・小学生のみなさん、交通ル
ールを守り、道路を渡るときは、し
っかり左右を確認しましょう。こち
らは防災三郷です。』前間小児童も
下校のさい、交通ルールをしっかり
守りましょう。

交通安全教室
高学年 10月 9日（木）、低・中学年 26日（月）

三郷市役所の生活安全課と交通安全父

母の会の方々がみえ、交通安全教室が行

われました。高学年では、危険予知能力

や自転車も加害者になり得ることを学習

しました。また、低学年では横断歩道の

通行、中高学年の実技では自転車の乗り

方についてご指導いただきました。

ゴーヤの撤去
10月 13日（火）

さつまいも収穫体験の午後、学校

応援団と PTA 運営部の方々で、ゴ
ーヤの撤去をしました。5 月の下旬
から 10 月上旬までの期間、応援団
の皆様には水やり等の世話をして

いただき、今年も青々と茂り、た

くさんのゴーヤがなりました。あ

りがとうございました。

初めての学級会
10月 23日（金）

1 年 1 組では、初めて自分
たちで司会グループを組み、
学級会を実施しました。「み
んなで思い出に残す絵をかこ
う」という議題で、司会の人
たちは、よく進行してくれ、
他の人たちも、よく自分の意
見を発表できました。

校長室で表彰しました 10月 23日（金）
校長室で表彰を行いました。今回の表彰は、「家庭の日ポスターコンクール」「身体障害者福祉のための美術展」「郷土を

描く美術展」です。みなさんおめでとうございます。

郷土を描く美術展
特選 6年：大原悠也 5年：及川絢聖 入選 3年：坂口遙 2年：小黒華穂 1年：岡村飛里 竹内梨莉亜
※家庭の日ポスターコンクール、身体障害者福祉のための美術展の入選者については先月号に記載されています。


