
６・７月の生活目標

ろ うかは静かに右側を

歩 こ う

・赤い線の右側を歩きます。

おたがいに声をかけ合いましょう。

オスカーワイルドの名言より
校長 大塚正樹

6月は、水泳の授業が始まり、リユース見学や、なかよし集会、
新体力テスト等、昨年できなかった行事が工夫して行えています。
6月のお話朝会で夢や将来の社会についてお話ししましたが、

今月は150年前のイギリスの作家オスカー・ワイルドのお話をし
ました。彼は夢や職業について次のように書いています。
「もしあなたがグローサリーの店主や軍人、政治家、裁判官など
になりたいとしたら当然目指した者になってしまう。それがあな
たへの罰だからです。もしなりたいものを決めずにダイナミック
でアーティスティックな人生を歩めば、もし毎日自分のことを決
めつけずに人生を過ごせば、あなたは何にでもなれるのです。そ
れがあなたへの報いなのです。」
人はひとたび職業を名詞で目指してしまうと、それ以上の人間

にはなれない。子どもに、「将来あなたは〇〇になりなさい」と仕
向けるのは、他の可能性をなくす限界を作ってしまう「罰」だと
言っています。子どもの夢や希望は現実離れしていてもいいよう
です。その現実離れした、オスカーワイルドのおとぎ話「幸福の
王子」を紹介します。
幸福の王子 オスカーワイルド
ある街の柱の上に、「幸福な王子」と呼ばれる美しい像が立って

いた。両目には青いサファイア、腰の剣の装飾には真っ赤なルビ
ーが輝き、体は金箔に包まれていて、心臓は鉛で作られていた。
渡り鳥でエジプトに旅に出ようとしていたツバメが寝床を探し、
王子の像の足元で寝ようとすると突然上から大粒の涙が降ってき
た。王子は、不幸な人々に自分の宝石をあげてきて欲しいとツバ
メに頼む。ツバメは王子の剣のルビーを病気の子供がいる貧しい
母親に、両目のサファイアを飢えた若い劇作家と幼いマッチ売り
の少女に持っていく。エジプト行きを中止し、街に残ることを決
意したツバメは街中を飛び回り、目の見えなくなった王子に色々
な話を聞かせる。王子はツバメの話を聞き、不幸な人々に自分の
体の金箔を剥がし分け与えて欲しいと頼む。 やがて冬が訪れ、ツ
バメは彼の足元で力尽きる。その瞬間、王子の心臓は音を立て割
れ、みすぼらしい姿になった王子の像は、柱から取り外され、溶
鉱炉で溶かされたが、鉛の心臓だけは溶けず、ツバメと一緒にゴ
ミ溜めに捨てられた。天国では、下界の様子を見ていた神が天使
に「この街で最も尊きものを二つ持ってきなさい」と命じ、天使
はゴミ溜めから王子の心臓と死んだツバメを持ってくる。神は天
使を褒め、そして王子とツバメは楽園で永遠に幸福になりました。
前間っ子の夢を育む教育のため、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１９７名（令和３年７月１日現在）

１年生２２名 ２年生４９名 ３年生３６名
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住所：三郷市前間１９７－１
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の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 木 漢字計算 授業参観･懇談会56年 学校評議員会
２ 金 さわやかタイム 授業参観･懇談会34年 ＰＴＡ代表者会 資源回収日」

456年タブレット持ち帰り
３ 土
４ 日
５ 月 漢字計算 授業参観･懇談会12年たけのこ
６ 火 児童集会 着衣水泳（２ L のペットボトル使用）
７ 水 さわやかタイム 聖火リレー視聴
８ 木 漢字計算 ロング昼休み（プー横丁読み聞かせ）委員会
９ 金 特５ 123年タブレット持ち帰り
10 土
11 日
12 月 特５
13 火 特５ １年ランドセルブックよもよも

学校保健委員会→９月24日に変更
14 水 特５
15 木 特５
16 金 特４ 給食終了日
17 土 前間小家庭読書の日
18 日 前間小家庭読書の日
19 月 特３ 一斉下校
20 火 特３ 終業式
21 水 夏季休業日
22 木 海の日
23 金 スポーツの日 東京オリンピック開会式
24 土
25 日
26 月
～ ～ ～～～～ ～～～～～～～～～
8/26 木 特３ 始業式
27 金 特３ 引き渡し訓練
28 土
29 日
30 月 読書タイム 給食開始 発育測定４５６年
31 火 学級の時間 発育測定１２３年たけのこ
※状況によっては変更、中止になる場合があります。
○今年度は夏休みの水泳教室は実施しません。
○学校公開中止：７月３日（土）休み ５日（月）通常授業

９月４日（土）休み ６日（月）通常授業
○市内水泳大会中止
○市内陸上大会９月２９日（水） ○全校遠足１０月１日（金）
○修学旅行延期：11月2･3日に変更 福島県
○学校図書館開館日 7/26（月）、7/29（木）、8/5（木）、8/16（月）、

8/19（木）、8/25（水） ※8/2（月）工作会
時間・・・9：00～12：00 13：00～15：00

○８月１０日（火）～１３日（金）は学校閉庁日となります。
○２学期始業式は８月２６日（木）です。

フィールドスタディー
埼玉大学から、フィールドスタディとして大学

２年生の学生が、３年 1組に学習の支援に来まし
た。今後は、毎週金曜日に来て、学習支援をする
予定です。

読書コーナー 事務主任 中木亜海 先生
「若草物語」作：ルイーザ・メイ・オルコット

アメリカ南北戦争時代、マーチ家の四人姉妹メグ、ジョー、
ベス、エイミーは裕福ではなくとも明るく仲睦まじく暮らし
ていました。家庭に起こる楽しい出来事や悩み、事件、そし
て大きな試練が姉妹達を少女から「リトル・ウィメン」へと
成長させる、というお話です。子供の頃、世界名作劇場とい
うアニメ番組を見て好きになり、原作でも読みました。学校
図書館にありますので、ぜひ読んでみてください。

夏休みを楽しく安全に
保護者・地域の皆様には、不審者対応や交通安全指導のため、登下

校時のみならず放課後も多くの方々に見守り頂き、ありがとうござい
ます。さて、もうすぐ夏休みです。「１日３回歯を磨ける人は交通事
故に遭わない」と言われています。今年は、水泳教室や寺子屋は実施
されませんが、規則正しい生活を送り、
安全に気をつけて生活させてください。始業式
の日には全員が元気に登校してくれることを願
っています。

ホームペー

ジ 更 新 中

ご尽力感謝いたします
○PTA運営部
ＰＴＡ運営部のご尽力で、大量のウェットティ

ッシュ・ハンドジェルをもらい受けることができ
ました。児童一人ずつにウェットティッシュを配
布します。学校でも使わせていただきます。あり
がとうございました。
○ベルマークサークル
ベルマーク点数が約28837点（円）になりました。集まった点数で

ベルマークカタログから、必要な学用品･学校遊具など購入できるそ
うです。一昨年度は、講師を招いての防災教室を実施することがで
きました。また子どもたちのために使用させていただきます。保護
者の皆様・ベルマークサークルの皆様、ありがとうございます。

第１回学校応援団会議 ６月２日（水）
見守り隊・図書・三味線・民生委員・PTA 運
営部等の方々においで頂きました。コロナ禍
ではありますが、今年はやれることは、やれ
る範囲でやっていきたいと思います。応援団
の皆様よろしくお願いします。



ギリシャ給食 ６月２３日（水）

三郷市はギリシャ共和国のオリンピックのホストタウンとして、
様々な交流を実施しています。いよいよ東京 2020 大会の開会式の
ちょうど 1 ヶ月前のこの日の給食はギリシャにちなんだ献立でし
た。（ギリシャパンクルーリ・ハーブチキン・スズカキヤ・えだまめサラダ）

古代から教室へのメッセージ ６月３日（木）

６年生が本物の土器や埴輪を手に取って観察し、時代背景を考える
｢古代から教室へのメッセージ｣を行いました。埼玉県埋蔵文化財調査
事業団からいらした２名の先生に詳しい解説をしていただきました。
ありがとうございました。児童は目を補輝かして取り組みました。

水泳学習がはじまりました

今年度は、コロナ対策をしながらの実施ということになりました。
６月１日（火）５・６年生が、プールをきれいに掃除をしてくれ、９
日（水）には、放送によるプール開きが行われました。そして、２１
日（月）からは、全学年が水泳学習を行っています。静かに話をしな
いで、距離をとっての学習になっていますが、子どもたちは約束を守
って取り組んでいます。

サツマイモ苗植え ６月１６日（水）

今年も、学校応援団の高鹿さんの畑をお借りして、１・２・３年
生がサツマイモの苗植え体験をしました。

リユース見学 ６月１０日（木）

４年生が感染予防に努めながらリユース見学に行きました。大変意欲
的に見学する様子が見られました。今後、社会科で「ごみと住みよいく
らし」について学習していきます。

うさぎをいただきました ６月２４日（木）
吹上小からうさぎを２羽いただいてきました。２羽とも雌です。名

前は子どもたちから募集する予定でいます。か
わいがってあげてください。

漢字検定 ６月１１日（金）

１年１組と算数教室を利用して
放課後漢字検定がありました。２
年生から６年生までの児童が、１
０級から６級まで３２名が受験し
ました。毎回受験者が増え、チャ
レンジ新前間小が進んでいます。

なかよし集会６月１０日（木）
約２年ぶりの縦割り遊びです。

先月決めた遊びから、高学年の子

がリーダーシップをとって、仲良

く鬼ごっこ等をして遊べました。

新体力テスト

水泳学習と並行して、各学年で新体力テストを実施しました。結果
については、夏休み前に出す予定です。

校内硬筆競書会 ６月８日（火）

どの学年も一字一字丁寧に書け
ました。また、市内硬筆展に選ば
れた子たちは、休み時間一生懸命
書いていました。
【市内展出品者】１年:野村源紀
２年:森田透馬 岡村飛里
３年:斉藤裕貴 ４年:二見遥馬
５年:半田美琴６年:高橋賢史

タブレットを使った授業研究 ６月２８日（月）

３年と５年でタブレットを使った授業研究を行いました。３年生
はヒントカード、５年生では合同な図形を調べるのに使用しました。


