
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。

読書の秋・○○の秋・実りの秋に読書の秋・○○の秋・実りの秋に
校長 大塚正樹

8月は臨時休校のため、9月から始まった２学期も、1月が過ぎ、
朝晩は少し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、
果物や穀物も実を作り、実りの秋ともいわれます。新型コロナ感
染拡大の影響で、大きな行事は中止や延期となっていますが、子
どもの姿を見ると、確実な成長を感じます。
5月に実施された埼玉県学力・学習状況調査、全国学力・学習

状況調査の結果を見ると全ての学年で県平均や全国平均を超え前
間っ子の底力を感じました。職員も内容の分析をし、正答率が低
かった内容や取組について検討していますが、テストは終わって
からが始まりで、自分の弱点の克服と、よい点をさらに伸ばすこ
とが大切です。誤答をそのままにしないで、できるまで頑張って
ほしいです。
以前前間物語 http://www.edu.city.misato.lg.jp/secure/37478/R0303.pdf

で、次の一万円札の渋沢栄一の話を掲載しましたが、現在の一万
円札の福沢諭吉（明治時代の学者で慶応義塾の創始者）は「学問
のすすめ」中で「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」
と述べています。これは、人は生まれながら平等で、万人は､皆同
じ地位・資格を持ち、尊いとか､卑しいといった身分の上下はない
ということです。しかし、今（明治時代当時）広くこの人間世界
を見渡すと、賢い人、愚かな人、貧乏な人、金持ちの人等がいる
が、それは甚だ明らかである。賢人と愚人との別は、学ぶと学ば
ざるとによってできるものなのだ。人は生まれながらにして貴賎
上下の別はないけれどただ学問を勤めて物事をよく知るものは賢
人となり、無知、無学なる者は愚人となると書かれています。ま
た、自分のためだけでなく、世の中の発展のために学べ、若いう
ちは、高い目標を持って学べと書いてあります。勉強しなくても
人に迷惑をかけないという人もいますが、将来、本当にやりたい
ことをする時、大切なことを守りたい時、勉強した学ぶ力が大切
になります。100年以上前のベストセラーですが、何回読んでも、
勉強することの大切さを感じさせられます。是非いつか読んでほ
しいと思います。
新型コロナウィルス感染拡大防止のための緊急事態宣言は解除

されましたが、制限のある生活が続いています。10月は学校応援
団のご協力で枝豆やサツマ芋の収穫体験や運動発表会等も計画し
ています。引き続き、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１９５名（令和３年10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

夢を育む学校－チャレンジ新前間小－

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 金 さわやか 全校遠足中止
２ 土 いなほ幼稚園運動会（幼稚園園庭）
３ 日 いなほ幼稚園予備日
４ 月 読書タイム ゴーヤ撤去 委員会
５ 火 お話朝会
６ 水 さわやか ロング昼休み
７ 木 漢字計算
８ 金 さわやか
９ 土
10 日
11 月 読書タイム サツマイモ収穫体験
12 火 児童集会 希望個人面談日
13 水 さわやか 枝豆収穫体験 学校統廃合説明会
14 木 漢字計算 ロング昼休み クラブ
15 金 さわやか
16 土
17 日 学校統廃合説明会
18 月 読書タイム
19 火 漢字計算
20 水 さわやか
21 木 漢字計算 ロング昼休み クラブ SC来校（午後）
22 金 さわやか 全校短縮５時間
23 土 運動発表会
24 日 運動発表会予備日① 前間小家庭読書の日
25 月 振替休業日
26 火 漢字計算 自分チャレンジカード配布
27 水 さわやか
28 木 漢字計算 ロング昼休み 委員会 ４年社会福祉講話
29 金 さわやか ４年手話講座
30 土
31 日 市民文化祭中止
11/1 月 お話朝会 交通安全教室（高学年）
２ 火 学級の時間 修学旅行中止
３ 水 文化の日
４ 木 漢字計算 ふれあい天文学
５ 金 さわやか ふれあい天文学
※状況によっては変更、中止になる場合があります。
・中止になった行事：全校遠足 １年生親子むし歯予防教室

６年生バイキング給食 林間・修学旅行
市内音楽会

・代替で行われる行事：１１月１７日（水）近隣陸上大会６年のみ
（丹後・後谷・前間）

先生おすすめの本 ２年２組 真鍋由起子 先生
『１４ひきのあきまつり』 いわむら かずお
みなさん、一度は読んだことがあるのではないでしょ

うか。「１４ひきシリーズ」から『１４ひきのあきまつり』
をおすすめします。おじいさん、おばあさん、おとうさ
ん、おかあさんと１０ぴきのねずみの子どもたちがとっ
ても仲良く暮らしています。あれ。ろっくんがみつから
ない。たいへん、ろっくんが消えちゃった。必死で探す
ろっくんの家族たち。ろっくんは見つかるでしょうか。
ストーリーもすてきですが、挿絵の美しい自然やかわい

らしいねずみたちも魅力的です。ぜひ、読んでみてください。

ホームペー

ジ 更 新 中

学校保健委員会 ９月２４日（金）

初めての試みとして、Zoom を使ったオンライン
による学校保健員会を開催しました。講師としてス
クールカウンセラーの細谷あやめ先生をお迎えして
「井戸端会議」（学校の様子や子育て話等）を実施
しました。

学力・学習状況調査の結果
埼玉県学力・学習状況調査

４年国語 ４年算数 ５年国語 ５年算数 ６年国語 ６年算数
県平均 58.0 69.9 56.7 61.6 58.6 60.9
本校平均 64.0 73.6 59.6 62.1 59.2 64.4
全国学力・学習状況調査

６年国語 ６年算数
全国平均 64.7 70.2
県平均 65 69
本校平均 68 70

埼玉県調査では、すべての学年が県の平均正答率を超えることができ
ました。また、一人一人の学習の伸びについても昨年度と比べ、向上し
ています。６年生の全国調査をみると、国語は平均越え、算数はほぼ平
均となっています。落ち着いた学習態度や家庭学習での努力、文を書か
せる指導、少人数指導の成果があらわれています。

感染拡大防止のために
９月３０日に緊急事態宣言が解除され、学校の授業でも、短時間
であれば合唱やリコーダー等の演奏が可能になりました。しかし、
引き続き、マスクの着用や給食時の会話禁止等の制限は続いてい
ます。引き続き、ご家庭でも検温等の健康観察を忘れずに登校さ
せてください。

資源回収ありがとうございます
９月はかつてない量の段ボール等が

集まりました。たくさんの方々が資源
回収に協力してくれた成果だと思いま
す。ご協力ありがとうございました。
PTA の資源回収担当係の方々が、体育
館から出し、業者が回収しました。



２学期の清掃活動 ９月１３日～

１３日の週から５時間授業となり、２学期の清掃活動が始まり
ました。学校では無言清掃を目標に取り組んでいます。

あすチャレ！スクール ９月１７日（金）

「あすチャレ！スクール」でパラアスリートの加藤正選手を迎え、５
年生を対象に車いすバスケット体験や講話をいただきました。加藤選
手は、小学２年の時骨肉腫により左大腿部を切断。1988年ソウルパラ
リンピック水泳、1994年リレハンメルパラリンピックからアイススレ
ッジスピードレース1998年長野大会では500m、1000mで銀メダル、1500
mで銅メダルを獲得。パラアイスホッケー選手として、長野大会、ソル
トレイクシティー大会、トリノ大会に出場しています。子どもたちに
とって、貴重な体験をし、話を聞かせていただき、ありがとうござい
ました。

２学期始業式・児童代表の言葉
５年１組 北田陽菜

わたしが一学期にがんばったことは三つあります。
一つ目は学習についてです。わたしは小さい時から国
語の物語文や説明文の読解が苦手でした。だから、苦
手を克服しようと、毎日音読を頑張りました。二学期
は、もっとたくさん本を読んで、いろいろな文章に挑
戦していきたいです。二つ目は生活についてです。わ
たしは年間目標と毎月の生活目標を達成できるように
がんばりました。その中でも、年間目標と６・７月の

生活目標「ろう下は静かに歩く」 を心がけて生活しました。理由は、いつも
ついろう下を走ってしまったり、左側を歩いたりしてしまうからです。走っ
てしまったときはしっかり反省し、達成できたときはよろこんでのくり返し
でした。二学期も「ろう下は静かに右側を歩く」を下級生のお手本となるよ
うにしていきたいです。三つ目はクラブについてです。わたしはダンスクラ
ブの副部長になりました。最初は、うまくチームがまとまらず落ち込むこと
がありました。でも部長や同じクラブのみんなが優しくしてくれたおかげで
勇気を持って活動できるようになりました。二学期は、クラブのみんながわ
たしにやさしくしてくれたように、わたしもみんなを助けられる人になって，
仲よく過ごせたらいいなと思いました。これから二学期が始まります。一学
期にがんばったことをこれからも続けて、二学期に目標を達成できるように、
もっとがんばりたいと思います。

２学期の給食の様子 ９月６日～

給食では特に感染症対策をし、指導をしました。体が大きく人数
の多い５年生は、教室と家庭科室に別れました。子どもたちは本当
にえらいと思います。配膳の段階から全校一言も話をせずに、給食
を実施することができています。

２学期始業式 ９月１日（水）

夏休み・臨時休業を終えて、子どもたちが学校に戻ってきました。
登校の様子は、少し眠そうでしたが、学校に着いてからは友達や先生
に会い、明るい表情になっていました。見守り隊・保護者の皆様によ
る朝の登校指導、ありがとうございます。
始業式は４年生が学校図書館、他学年は教室で行いました。校長講

話は東京オリンピック開会式での「ピクトグラム５０個の連続パフォ
ーマンス」についてでした。また、学校でのリズムを取り戻すために、
⑴早寝早起き、朝ご飯 ⑵授業に集中する ⑶確実な家庭学習をする。
の３つを実行できるようにという話がありました。

たくさん種がとれました ９月１４日（火）

３年生が１人１本、育てていたひまわりを、抜きました。廊下には、
たくさんできた種と、大きく育った様子が、記録されています。

教育実習
９月６～１０日

栄養教諭の資格をとるため、
５日間、本校卒業生が教育実習
を行いました。本校の先生の講
義を受け、いろいろなクラスの
授業参観をして、最終日の１０
日に６年１組で研究授業を行い
ました。ぜひよい先生になって
ほしいと思います。

５年自動車工場リモート見学
９月２８日（火）

残念ながら自動車工場に見学
に行くことはできませんでした
が、リモートで太田と教室をつ
なぎ、ビデオで株式会社スバル
の概要や自動車を作り上げる行
程を視聴したり、直接オペレー
ターの方に質問をしたりしまし
た。

学校応援団の皆様ありがとうございます
コロナ禍ではありますが、応援

団の皆様には、お世話になり、あ
りがとうございます。プー横丁の
皆様には、花壇の手入れをしてい
ただき、校門から入ったところは
黄色いマリーゴールドがきれいに
咲いています。農業指導の高鹿さ
んからは、３年生に精米したての
米をいただきました。また、ゴー
ヤの世話でたくさんの皆様にお手
伝い頂き、おかげさまでみさと緑
のカーテンコンテストにおいて、

１１年連続で「緑のカーテン賞」を受賞することができました。あ
りがとうございました。


