
9･10月の生活目標

時間を守って生活しよう

・時計を見て行動し、時間前には着席します。

・授業の準備をしてから休み時間にします。

一生懸命な姿は感動を呼ぶ！一生懸命な姿は感動を呼ぶ！
校長 大塚正樹

令和3年の夏休みは、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク、猛暑と豪雨災害、新型コロナ感染拡大の急増が話題になりま
した。
オリンピック・パラリンピックは

コロナ禍で苦しんでいる人が大勢い
る中での開催でしたが、世界のトッ
プレベルの競技には、多くの夢と感
動を与えてくれました。
開会式の「ピクトグラム50個の

連続パフォーマンス」を演じたのは、
世界的に活躍する日本のパントマイムアーティストら3人でした。
今年の2月に、57年前の前回の東京五輪で生まれたピクトグラム
を、開会式で演目のひとつにすることが決まり、その演出が託さ
れました。与えられた時間はわずか4分。50種目をやると、1種
目あたり4秒ぐらいで表現しなければなりませんでした。収録で
はなく、ライブでやることにこだわったそうです。2次元の感情
を持たないピクトグラムをあえて人が演じて3次元にし、感情を
表現したい。パントマイムは、ことばを使いませんが、自身が心
を動かすことで、見ている人の心を動かしました。
選手もそうですが、延期され、開催できないかもしれない大会

の準備をひたすら頑張る選手、関係者の皆様は大変な期間だった
と思います。
今日からから2学期が始まりますが、埼玉県では緊急事態宣言

も出ています。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。2学期に行う予定の行事も、今の状
況では、遅らせたり、規模を縮小して行ったり、中止するしかな
い場合もでてきますのでご了承ください。熱中症対策のためマス
クを外す時もありますが、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。
２学期、皆さんが一生懸命勉強したり、運動する姿には、先生

方も感動します。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。

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１９５名（令和３年９月１日現在）

１年生２２名 ２年生４８名 ３年生３６名

４年生２７名 ５年生４１名 ６年生２１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
8/26 木 臨時休業日
27 金 引き渡し訓練中止
28 土 学校開放団体除草作業中止
29 日
30 月
31 火
9/1 水 特３ 始業式
２ 木 特３
３ 金 特３ ５年救命講習中止
４ 土
５ 日
６ 月 読書タイム ４時間授業 給食開始 教育実習開始 発育測定４５６年
７ 火 漢字計算 発育測定１２３年たけのこ
８ 水 漢字計算
９ 木 漢字計算 クラブ中止
10 金 漢字計算 教育実習最終日
11 土
12 日
13 月 読書タイム
14 火 漢字計算 希望個人面談日
15 水 漢字計算
16 木 漢字計算 委員会 ロング昼休み
17 金 漢字計算 あすチャレ！スクール（車いすバスケ体験）５年
18 土
19 日
20 月 敬老の日
21 火 漢字計算 １年心臓検診
22 水 漢字計算
23 木 秋分の日
24 金 漢字計算 学校保健委員会（リモート） ＳＣ細谷先生来校
25 土 前間小家庭読書の日
26 日 前間小家庭読書の日
27 月 読書タイム 自分チャレンジカード配布
28 火 児童集会 ５年リモート見学（スバル）
29 水 漢字計算 三郷市小中陸上親善大会中止
30 木 漢字計算 ロング昼休み クラブ
※状況によっては変更、中止になる場合があります。１０月４日（月）は５・６年生は委員
会があり、下校時刻が１５：５０になります。７日（木）は全校下校１５：００です。

セストボールゴールの寄贈

株式会社ミヤマ様よりセストボールのゴールの寄贈
がありました。体育の時間や休み時間に使用させて頂
きます。ありがとうございました。

よろしくお願いします
２学期より学校支援員として柴原英里さんが着任しました。主

に新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図るための消毒作業、
教員の業務のサポートや授業の補助等を担当します。

読書コーナー 保健室 前川恵美 先生

新刊「スマホとゲーム 障害」 吉村小児科院長 内海裕美
「どうして無料のゲームがあるの？」「たった１まいの写真がこわい

の？」「ながらスマホで死亡事故？」「おかしいね！はおもしろいね？」
今誰もが、スマホやタブレットやパソコンでネットを使って調べもの
をしたり、SNSでおしゃべりをしたり、たくさんの情報を得ています。
便利で楽しい道具であることはまちがいありません。この本は小・中
・高学生のことを思って発行されました。上手に使うために読んでね！

ホームペー

ジ 更 新 中

第１回学校評議員会 ７月１日（木）
委嘱状交付の後、授業を参観していただ

きました。その後、授業の感想としては、
子どもたちが落ち着いて学習に取り組めて
いることや、タブレットを使った授業等が
話題になりました。貴重なご意見をいただ
きありがとうございました。
令和３年度学校評議員 よろしくお願いします。

早澤美保様 清水睦美様 村岡佐知子様
大竹孝男様 樋口順子様

児童表彰
【よい歯で賞】 ６年 青木紀橙 及川絢聖 大竹嶺壱 田中蒼翔
中村弥生 藤田明生 西山蒼真

【三郷市硬筆展・金賞】
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

【校内競書会・金賞】１年：狩野はぐみ 㑹田慎平 堀切朱音
野村源紀 笠井菜由 ２年：森田透馬 竹内梨莉亜 西藤朱莉
志賀日和 及川莉愛 岡村飛里 牛尾花音 関田凛子 半田翼
吉岡未椛 ３年：小黒華穂 勝畑世渚 斉藤裕貴 立島聖也
野村七珠 増田璃子 森唯華 ４年：二見遥馬 坂口遙 森田竜馬
宮田柚菜 入木星奏 岩下真桜 ５年：遠藤翼空 半田美琴
岡本紘大 狩野もなみ 齋藤楓真 澤路真音 根石彩愛莉
藤田彩香 ６年：高橋賢史 及川絢聖 笠井海由 藤野瑞生
中村弥生

【人権作文集「はばたき」優良賞】２年：牛尾花音 ３年：三浦凜音
【家読の日・教育長賞】２年：菅谷己聖 ４年：木下佳菜美
５年：清水暁斗

【校長賞】４年：木下佳菜美 ５年：竹内咲莉亜 ６年：藤田明生
【漢字検定合格】＜１０級＞２年：牛尾花音 田中心望 石井さゆり
及川莉愛 加藤明日美 秋元葵 藤次奏一郎 関田凛子 ３年：久田隼斗
＜９級＞２年：菅谷己聖 志賀日和 ３年：相沢大陽 森唯華
牧野颯汰 齋藤凰希
＜８級＞３年：勝畑世渚 ４年：藤次絢香 古田咲佳 ５年：岡本紘大

＜７級＞５年：最上あかり 根石彩愛莉 吉村美愛 押田直己
６年：及川絢聖 ＜６級＞藤次孝一郎 大竹嶺壱



子ども司書開講式 ７月１７日（土）

ピアラシティで第１０期子ども司書養成講座の開講式がありま
した。市内から３５名の児童が参加する中、本校からも６年生の
栗崎杏さん・藤田明生さんの２名が参加し、氏名と決意を述べま
した。６回のうち３回はオンラインになりますが、子ども司書養
成講座で多く学んでほしいと思います。

合い言葉は、浮いて待て ７月３日（木）

この日は、全学年が低・中・高に別れて、着衣水泳を実施しました。
消防署の方々のご指導で「浮いて待て!」合い言葉に、水の事故に遭っ
たときに、救助が来るまで、浮いて待てるようにするための練習をし
ました。消防署の皆様ありがとうございました。

１学期終業式・児童代表の言葉
３年１組 北田優菜
わたしは、Ⅰ学期がんばったことが４つあります。
１つ目は、漢字５０問テストです。そのために、自分

の苦手な漢字を見つけて、練習してがんばりました。そ
のけっか、１回で合かくできました。
２つ目は、外国語活動です。２年生のころは ALT の先

生が何を言っているのかわかりませんでしたが、３年生
に少しずつわかってくるようになりました。３つ目は、
アゲハチョウのお世話です。クラスのグループで毎日話

しかけて楽しくお世話しました。成虫になって羽がかわかなくてひろがらず
なかなかとべませんでしたが、みんなでさい後までやさしくしました。
４つ目は、ひまわりとホウセンカのお世話です。毎日昼休みに、水をあげ

てそだてました。毎日あげていると、ぐんぐんのびて、２ｍになり、わたし
の身長をこえてしまいました。ひまわりに大きなつぼみができたときは、と
てもうれしかったです。
４月から毎日元気に登校でき、いろいろなことにちょうせんできました。

そして、少し成長したわたしがここにいます。みんなと毎日いっしょにすご
すことって、とてもすてきだなと今、感じています。さらにがんばることを
ふやして、すてきな２学期にしたいです。

プー横丁読み聞かせ ７月８日(木)

体育館で、１・２年生向けに、ボランティアのプー横丁の皆様が、
読み聞かせを行ってくれました。コロナ禍でのひさしぶりの実施で
した。ありがとうございました。

らんどせるブックよもよも ７月１３日（火）

早稲田図書館から、図書館の利用方法の説明、お気に入りの本の贈呈
がありました。１年生のみんなは大喜び、もらった本を読んでいました。

授業参観・懇談会７月１･２･５日

密に気をつけた授業参観・懇談会でし
た。人数の多い３・５年生は算数の少人数
の授業をしました。また、今年度からの取
組である一人一台のタブレットパソコンを
使った授業を公開したクラスが多くありま
した。

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 ７月２１日（水）

今年も様々な場面での制約がある状況の中、６年生の最大の行事で
ある林間修学旅行は１１月に延期となってしまいました。そこで子ど
もたちには小学校生活最後の夏に少しでも多くの思い出を作れるよう、
今回の行事を企画しました。保護者の皆様・地域の皆様にはご協力頂
き、ありがとうございました。

夏休み中の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民生委員・児童
委員、主任児童委員の皆様、
職員との交流会へのご出席
いただき、情報交換をしま
した。③学校応援団・地域
の皆様には、児童への声か
けしていただきました。全国歯磨き大会 ６月９日（水）

６月はむし歯予防月間でした。全国歯
磨き大会には、４・５・６年生が参加し、
DVD 教材を視聴して、歯肉炎と歯ブラシ
とデンタルフロスの使い方等の学習をし
ました。家庭でぜひ実践してほしいと思
います。


