
持久走記録会に向けて
子どもたちは、現在、12

月 10･11 日に行われる持久
走記録会に向けて、体育の
時間や業間休みに校庭を走
っています。今年は持久走
大会は行いませんが、体育
授業の一環として持久走記
録会を行い、学校の敷地内
を走ります。体力づくりに

継続して頑張ってほしいと思います。尚、当日は保護者の参観は
ありませんのでご承知おきください。

１２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！

思いやりややさしさから人権意識の向上に!思いやりややさしさから人権意識の向上に!
校長 大塚正樹

11月は校内林間学校(10/30)や市内陸上記録会等で、6年生が活
躍しました。陸上記録会では、市内の上位になる記録がいくつも出まし
た。また、11月は「いじめ撲滅月間」、12月には人権週間や10日は「世
界人権デー」と思いやりや、やさしさを大切にする話が多くあります。
人々が平和に幸せに暮らせることが何よりですが、皆さんは幸せです

か?幸せとは何でしょう?辞書では幸せとは「心が満たされていること」とあ
ります。
ある調査によると日本は幸福度世界80位くらいだそうです。この幸福

度が世界1位の国はアジアにあるブータンという小さな国だそうです。
ブータンでは、経済的な豊かさではなく精神的な豊かさを重んじてい

てるそうです。
ブータン人に「幸せですか」と尋ねると「はい」と答える人がほとんどだと

聞きます。1日３食食べられて、寝るところがあって、着るものがあるとい
う安心感、それだけで満ち足りていて幸福だと思える。それがブータンの
人にとっての幸福につながっているそうです。ものが足ることによる幸せで
はなく、当たり前の生活を送れる幸せを大切にしている国です。自分の
家族や生活を大切にし、国王や国を信頼し、発展や近代化を遂げなが
らも、自然や伝統文化を破壊しないよう、大切にする国だそうです。
幸福度については、物質的・精神的満足感や、文化の多様性、人々

を孤立させないで集団としての活力や、国家自治体への信頼感、満足
感、健康・教育等様々な指標で調査しているようです。
日本では、戦後の物資至上主義から、お金や物に囲まれていても、

精神的な充足・安息を得ることが難しくなり、幸福度が低くなっているとい
われています。
あらためて、前間小の児童の皆さんが、早寝、早起きをし、朝ごはんを

たくさん食べ、学校で友達と楽しく過ごし、勉強や運動を頑張り、家庭で
温かい夕飯を楽しく食べられ、そういうことに幸せ感を味わって生活して
ほしいと思います。おいしいものを食べられて幸せ、家族の笑顔や喜んで
くれることに幸せと感じられます。勉強や運動、食事や睡眠ができる、そ
ういう当たり前のことに感謝し、自分や家族、友達も大切にする。そうす
れば、家族や友達にやさしくでき、人権意識も高まっていくのではないで
しょうか。
12月は季節柄、年末の寒い風が吹きますが、今ある家族や友人、環

境に感謝し、あたたかい心で生活してほしいと思います。また、新型コロ
ナウィルス感染拡大が続いていますので、うがい手洗い、3密を避け、ソ
ーシャルディスタンスを意識した生活をし、元気に新年が迎えられるよう
気を付けてください。引き続き、地域や保護者の皆様には、本校の取組
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２００名（令和２年 12 月１日現在）
１年生４６名 ２年生３５名 ３年生２７名

４年生４０名 ５年生１９名 ６年生３３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
２ 水 さわやかタイム
３ 木 朝学習 ロング昼休み 委員会
４ 金 さわやかタイム
５ 土 土曜授業
６ 日
７ 月 朝学習 自分コントロールカード配布
８ 火 児童集会
９ 水 さわやかタイム 書き初め競書会（3･4･6年）
10 木 朝学習 持久走記録会（1･2･4年） 書き初め競書会（5年）

ロング昼休み クラブ
11 金 朝学習 持久走記録会（3･5･6年）
12 土 子供司書閉校式
13 日
14 月 朝学習
15 火 朝学習 持久走記録会予備日①
16 水 朝学習 総合学力調査（全学年）
17 木 特別日課５時間 持久走記録会予備日②
18 金 特別日課５時間
19 土 土曜授業
20 日
21 月 特別日課５時間
22 火 特別日課５時間 給食最終日
23 水 特別日課３時間
24 木 特別日課３時間 終業式
25 金 冬季休業日
26 土
27 日
28 月
29 火
30 水
31 木
1月の主な行事：8日（金）第3学期始業式
13日（水）給食開始 発育測定 14日（木）発育測定 委員会
20日（水）ピースキャラバン6年 27日（水）避難訓練
28日（木）特別日課5 漢字検定
※３学期は土曜授業の予定はありません。

個人面談ありがとうございました
個人面談に、お忙しいところご来校いただ

き、ありがとうございました。面談内容は、

今後の指導に役立てていきますので、これか

らもご協力をお願いします。

就学時健康診断 11月 5日（木）
来年度、入学する就学予定の子どもたちの健康診断を行いまし

た。5 年生の児童がお手伝いとして頑張ってくれ、大変頼もしく
見えました。

ホームペー

ジ 更 新 中

新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い
三郷市や全国的に新型コロナウィルスの感染拡大が続いていま

す。学校だよりやメール等でもお知らせしていますが、以下のこ
とを確認し、感染拡大防止にご協力ください。
■お子様の毎朝の検温と風邪の症状の確認、「健康観察カード」へ
の記入を必ずお願いします。
■お子様及び同居家族の方に発熱、咳等の風邪症状等がみられる
時は、自宅で休養するようお願いします。
■学校でお子様に発熱等風邪の症状を確認した際は、きょうだい
で早退となり、お迎えにきていただきます。
■ご家庭におきましては、免疫力を高めるために、お子様の十分
な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事をお願いします。



校内林間学校 10月 30日（金）
6 年生が校内林間学校を行いました。校庭のキャンプファイヤーのもとで、ダンスやクイズ、花火

を楽しみ、先生方や仲間と思い出に残る時間を過ごしました。

1年生活科見学 11 月 11 日（水）
1 年生が生活科見学で早稲田公園を訪れました。紅葉の公

園で、仲間と楽しく過ごし、落ち葉や木の実を観察したり、
拾い、最後はファッションショーをしました。

書初め練習 11 月 10日（火）
3 年生と 6 年生がふれあいルーム

で、4 年生と 5 年生が体育館で、毎
年お世話になっている田中愛子先生
に書初めのご指導をいただきまし
た。ありがとうございました。

デザート選挙 11月 26日（木）
三郷市選挙管理委員会の方々のご指導の下、6 年生がデザ

ート選挙での模擬投票を行いました。投票立会人や投票管理
者が見守る中、本番と同じ投票用紙、投票箱に投票しました。
選挙管理委員の方から選挙の仕組みや、議会の大切さを学ん
だあと「18 歳になったら、選挙の投票所でまたお会いしまし
ょう」とお話をいただきました。

三郷市小学校陸上競技合同記録会 11月 21日（土）
三郷市小学校陸上競技合同記録会(前間小・丹後小・後谷小)が丹後小学校校庭で開催されました。

本校からは 6年生が参加し、80m走、走り幅跳び、走高跳び、短縄跳び、４× 100mリレーに参加し、
頑張って素晴らしい成績を残しました。また友達への応援も立派でした.

ランドセルブックよもよも 11 月 4 日（水）
早稲田図書館の方がお見えになり、早稲田図書館の使い方

の説明と、1 年生一人一人に本のプレゼントがありました。
みんなうれしそうに本を受け取っていました。

児童表彰 11月 17日（火）

放送による児童集会の後、業間休みに校長室で表彰がありました。「よい歯で賞」や「非行化防
止標語コンクール優秀賞」で 6年生が表彰されました。
【よい歯で賞】6年 古山陽大 半田健 野口優珠香 田中暖大 佐藤里菜 木村梨乃

遠藤雅來 伊藤凛乃
【非行化防止標語入選】 6年 伊藤凛乃

三郷市統一記録の8位までの入賞者
80m 走男子 1 位：田中翔晟 10.48

8位：関田啓輔 11.58
女子 4位：伊藤凛乃 11.91

走高跳男子 4 位：岡村拓 1m25
女子 1位：豊田渚紗 1m20

走幅跳女子 5位：野口優珠香 3m62
4× 100mR男子 3位 57.86
村田航太朗 田中翔晟
岡村拓 関田啓輔


