
11･12月の生活目標

人の話をしっかり聞こう

・話している人の方を向いて

目・耳・心で聞きます。

タブレットなど「道具」は正しく使おう！タブレットなど「道具」は正しく使おう！
校長 大塚 正樹

１０月は、暑さも過ぎ、子どもたちの運動する機会も増えまし
た。23日の運動発表会では、チーム前間小が心を一つにし、いい
運動発表会になりました。児童の真剣な演技に感動を覚えました。
この子どもたちの成功体験を次につなげていきたいです。
また、10月はノーベル賞の季節ですが、地球温暖化研究の功績

でノーベル物理学賞をアメリカ在住の日本人の真鍋淑郎さんが受
賞し話題になりました。ノーベル賞は、爆弾などの科学の発明を
平和に使ってほしいという思いから、ダイナマイトの発明で有名
なノーベルの遺言で始まったといわれています。
科学の発明は、人類の進歩には欠かせないものですが、それは、

使う人の心に左右されます。ハサミやナイフ、のこぎり、包丁、
金槌…自動車や自転車、冷蔵庫、テレビ、電話、コンピュータ…
など身の回りには、誰かが発明した便利なものにあふれています。
しかし、それを使う人の心が正しくないと、発明された道具は、
時に凶器になり、人の心や体を傷つけてしまいます。自動車を運
転する人がしっかりしていないと、事故や人をひいてしまうこと
もあります。タブレットやスマートフォンでできるインターネッ
トやSNSのやり取りも、ちょっとした一言で相手の心を傷つけま
す。道具は、使う人の心によって、凶器にも変わります。自転車
やスマートフォンは便利な道具ですが、交通事故を起こしたり、
けんかの種にもなります。道具は正しく安全に使い、人や友達の
心や体を傷つける凶器にしないでほしいです。
実は、勉強している内容も道具なのです。生きていく上での武

器になるかもしれません。ただ生きていればいいなら、勉強はい
らないかもしれません。よりよく生きるため、寒い日には、暖か
い部屋で温かい食事をしたい、そのためには、大きくなったら働
いてお金を稼ぎたい。自分には、何が出来るのか？それらの力の
源になるのが今勉強していることなのです。
稼いだお金やものはなくなりますが、学んで身につけたものは、

なくなりません。自分の道具として役に立ちます。
今年も、残り２カ月になります。引き続き、運動や勉強を頑張

り、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、月末の個人面談でお世話になります。
また、新型コロナ感染は小康状態の様ですが、３密を避けマスク、
うがい、手洗いは続いています。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
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の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 月 お話朝会 交通安全教室（５・６年） 陸上練習（５・６年）
２ 火 学級の時間 陸上練習（５・６年）
３ 水 文化の日
４ 木 漢字計算 ふれあい天文学 ロング昼休み クラブ

陸上練習（５・６年）
５ 金 特６ 陸上練習（５・６年）
６ 土
７ 日
８ 月 読書タイム 陸上練習（５・６年）
９ 火 漢字計算 就学時健康診断（１～４・６年は４時間）
10 水 さわやか 陸上練習（５・６年）
11 木 漢字計算
12 金 特６ 陸上練習（５・６年）
13 土
14 日 県民の日
15 月 読書タイム 自分チャレンジカード配布 陸上練習（５・６年）
16 火 陸上壮行会 点字体験（４年） 持久走前健診 陸上練習（５・６年）
17 水 漢字計算 陸上記録会６年（丹後小）
18 木 漢字計算 ロング昼休み クラブ 読み聞かせ（プー横丁）
19 金 特５ 個人面談①
20 土
21 日
22 月 特５ 個人面談②
23 火 勤労感謝の日 三郷市家庭読書の日
24 水 特５ 個人面談③
25 木 特５ 個人面談④
26 金 特５ 個人面談⑤
27 土 前間小家庭読書の日
28 日 前間小家庭読書の日
29 月 特５ 個人面談⑥
30 火 特６
12/1 水 さわやか
２ 木 健康観察 校内持久走大会 ロング昼休み 委員会
３ 金 さわやか 校内持久走大会予備日
４ 土
５ 日

※状況によっては変更、中止になる場合があります。
・今月は、読書強化月間です。
・今後、５・６年の総合で、三味線体験をする予定でいます。

１２月の主な行事
８日（水）校内書き初め競書会 １５日（水）総合学力調査（ベネッセ）
２２日（水）給食最終日 ２４日（金）終業式

先生おすすめの本 ４年１組 大谷未来 先生
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 作：廣嶋 玲子

不思議がいっぱいつまった駄菓子屋のお話です。それぞれ
登場人物のストーリーがあり、正直に生きる大切さや、思い
やりをもつことの大切さを教えてくれます。悪い行いには、
ちょっぴり恐ろしい結末も・・・。こんな駄菓子屋があった
らいいのになあと思います。ちなみに、私が好きな駄菓子は、
「ドクターラムネキット」と「おもてなしティー」です。ど
んな駄菓子か知りたい人は、ぜひ、呼んでみてくださいね。

ホームペー

ジ 更 新 中

１１月の強化週間・強化月間
○彩の国教育の日
教育に関する理解を深めていただくため、１１月１日を「彩の国

教育の日」、１１月１日から７日までを「彩の国教育週間」として
います。身近な人と「自然」「人」「本」「家族」「地域」
の大切さや思い出について語り合ってみませんか。ほっ
こりした話題で、元気で明るい気持ちになる教育週間に
しましょう。

○ケアラー月間
今年度から１１月を「ケアラー月間」と定めました。１１月２３

日（火･祝）には、高齢者や障害者を無償で介護や日常生活上の世
話等を行っているケアラーやヤングケアラー支援について考えるフ
ォーラムが開催されます。ケアラーやヤングケアラーへの理解や支
援について考える機会としてみてください。
問い合わせ：埼玉県福祉部地域包括ケア課（電話 048-830-3266））

○いじめ撲滅月間
いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありま

せん。いじめを受けていたり、いじめに気がついたりしたら一人で
悩まず相談・通報してください。
・よい子の電話教育相談（埼玉総合教育センター）
１８才以下の子ども用 ♯ 7300 または 0120－ 86－ 3192
保護者用 048－ 556－ 0874
eメール相談 soudan@spec.ed.jp FAX相談 0120-81-3192

・いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）
小中高校生の「いじめ」に関する通報
https://www.prefsaitama.1g.jp/ijime-soudan-form.html

・埼玉県警察少年サポートセンター（月～金 8:30～ 17:15）
少年用 048-861-1152 保護者用 048-865-4152

・子どもスマイルネット（10：30～ 18：00） 048-822-7007
・社会福祉法人 埼玉いのちの電話（24時間）048-645-4343
・特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン

18才以下の子ども専用 0120-99-7777
・埼玉県こころの電話（埼玉県精神保健福祉センター）
心の健康や悩みの相談 平日 9：00～ 17：00 048-723-1447

・子どもの人権 110番（さいたま地方法務局）平日 8：30 ～ 17：15
0120-007-110

・子どもの人権 SOS－ eメール https://www.jinken.go.jp/kodomo



枝豆・サツマイモ収穫体験 １０月１１日（月）１５日（金）

高鹿さんの畑で１１日（月）はサツマイモ、１５日（金）は枝豆の
収穫体験をさせていただきました。学校応援団や保護者の皆様のお世
話になり、無事に終えることができました。ありがとうございました。

頑張った運動発表会 １０月２３日（土）

前日の雨でグラウンドコンディションが心配されましたが、雲一つ
無い青空の下、運動発表会を開催することができました。初めてのズ
ームによる配信も試みました。コロナ禍で制限がある中での開催でし
たが、子どもたちの緊張感・悔しさ・達成感など、いろいろな表情が
みられた発表会でした。PTA の本部・運動会係の皆様には、お手伝い
いただきありがとうございました。保護者の皆様、発表会へのお子様
への準備や激励等ありがとうございました。

食育の授業 １０月１３日（水）

給食センターの栄養教諭による、５年生での食育の授業でした。「朝
ごはんで元気に一日をスタートしよう」という学習で、朝ご飯で、
頭のスイッチ、体のスイッチ、お腹のスイッチを入れましょうとい
うことを学びました。バランスの取れた朝食で一日をスタートさせ
られるよう目標を立てました。

研究授業 算数・音楽 １０月７日（木）

タブレットを使った研究授業を行いました。２年１組が算数、６
年１組が音楽でした。子どもたちは、さすがに操作を覚えるのが早
いです。一生懸命、授業に取り組んでいました。

ゴーヤ撤去 １０月４日（月）

今年もゴーヤの取組で「緑のカーテン賞」を受賞しました。１１
年連続です。そのゴーヤを学校応援団の皆様、PTA の緑の環境係の
皆様のご協力で取り外しました。ご協力いただきありがとうござい
ました。

聖火トーチフォトリレーキャラバン１０月２８日（木）

東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーで使用していた
トーチで全学年・学級毎に記念撮影をしました。趣旨は、直接トー
チを見て、触れて、子どもたにに夢や希望を届け、思い出づくりを
支援することです。子どもたちは初めて触れるトーチやミライトア
ソメイティに興奮気味でした。

ふくし講話「ふくしってなあに」 １０月２８日（木）

４年生は総合学習で福祉の勉強をしています。今回は、社会福祉
協議会の方を講師としてお招きし、講話や白杖や車いす体験をしま
した。


