
１・２月の生活目標

寒さに負けず、外で

元気に遊ぼう

みんなとなかよくして、強い体をつくります。

虎は千里行って千里帰る!
校長 大塚正樹

新年 あけましておめでとうございます
昨年は、コロナ禍が続く中ですが、臨時休校や学級閉鎖もなく、

前間っ子は、明るく元気に学校生活を送ることができました。12
月は書き初め練習や持久走記録会があり、寒い中ですが、前間っ
子はとても頑張り、多読賞をはじめ、市や県の表彰も多くありま
した(児童表彰参照)。終業式では、「賢者の贈り物」のお話をし、
物より、思いやりや、心を届ける大切さを感じてもらいました。
寒い冬休みが終わり、新学期になりましたが、まだまだ新型コ

ロナウィルスの感染がおさまりません。オミクロン株は感染力が
強く子どもにも感染するということなので゛十分気を付けてほし
いと思います。
また、新学期が始まると、困ったり、悩んだりすることも出て

くると思います。不安になったり、つらいことがあるときは一人
で悩まず、すぐに周りの人に相談し助けてもらってください。必
ず親や友達や先生に相談してください。
さて、令和4年は寅年です。虎に関する諺で「虎は千里行って

千里帰る」というのがあります。虎は千里(4000km)行って千里戻
るということですが、ふたつの意味があります。
１つめは、獣の王者である虎は、一日に千里の距離を走り千里

戻ってくることができるほど、勝れた行動力を持っていると言わ
れることから、人やものの勢いが非常に盛んな様子のたとえとし
てつかわれます。
２つめは、虎は一日に千里の距離を走るが、巣穴にいる自分の

子供を思って、また千里を走って帰ってくる。親が子を思う気持
ちの強さをたとえたことばとしてつかわれます。
私は、この二つを合わせて考えると、親や教師が、常に、子ど

もを思い、子どもに向き合って生活することで、虎のような勇気
ある、勢いのある大人に成長していくたとえだとも、考えられる
と思います。コロナ禍で大人も余裕がない中、子どもがちゃんと
してほしいのは誰もが思います。しかし、興味本位で、いろいろ
なことをしてしまい、いろいろなことが起きてしまうのが子ども
時代だとも思います。新チャレンジ前間小では、挑戦することを
大切にしています。失敗から成功に導けるように学校、家庭、地
域で、見守り、すくすくと成長させる寅年にしていきたいです。
三学期は51日間しかありせんが、新型コロナ感染やインフルエ

ンザ、交通事故等に十分留意し、自分の学年の学習内容のまとめ
をし、進学・進級に備えていきたいです。
寒い日が続きますが、充実した学校生活を送れるよう、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

○自ら学ぶ子

○元気よくがんばる子

児童数１９５名（令和４年１月１１日現在）

１年生２２名 ２年生４９名 ３年生３６名

４年生２７名 ５年生４０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 土 冬季休業日 元日
２ 日
３ 月 学校閉庁日
４ 火
５ 水
６ 木
７ 金
８ 土
９ 日
10 月 成人の日
11 火 特３ 始業式
12 水 特３
13 木 特５ 発育測定 委員会 給食開始 三味線体験６年
14 金 特５ 校内書き初め競書会 漢字検定
15 土
16 日
17 月 読書タイム 自分チャレンジカード配布 学校関係者評価委員会
18 火 漢字計算 ５年社会科見学（龍 Q館 中島紺屋）
19 水 さわやか 挨拶運動 ３年校外学習（茨城自然博物館）

夢と豊かな心を育む講演会（西武ライオンズ元選手）５・６年
20 木 漢字計算 ロング昼休み（なかよし）クラブ ５年三味線学習
21 金 さわやか ４年社会科見学（東秩父和紙の里・川越市内）
22 土 読書ウィーク
23 日
24 月 読書タイム
25 火 児童集会 希望個人面談日 ５年三味線学習 ３年食育指導
26 水 読書タイム ５時間授業（１４:２５下校）
２７ 木 読書タイム 避難訓練 クラブ（クラブ見学） ロング昼休み（なかよし）
28 金 読書タイム ６年校外学習（鎌倉方面）
29 土 読書フェスティバル 前間小家庭読書の日
30 日 前間小家庭読書の日
31 月 読書タイム ネットトラブル予防講座５・６年
2/1 火 お話朝会 ５年三味線学習
２ 水 さわやか ４年盲導犬学習（オンライン）
３ 木 漢字計算 ロング昼休み 委員会
４ 金 さわやか 入学説明会
※状況によっては変更、中止になる場合があります。

・ ２月の主な行事
15日（火）文化・芸術鑑賞６年（メディア芸術） 16日（水）中学校入学説明会（児童参加）
21日（月）ありがとう集会（7日から変更）22日（火）通学班編成会議
24日(木）授業参観･懇談会（４～６年・たけのこ） 25日（金）授業参観･懇談会（１～３年）

児童表彰
【三郷市英語スピーチコンテスト】ギリシャ賞 ６年：西山蒼真
【J１グランプリ】４年１組 ５年１組 ６年１組
【郷土を描く美術展】埼玉県知事賞 ５年:孫了凡 特選 ３年:増田璃子
入選 １年：諸武あおい ２年：古山葵乃 吉岡未椛 大原愛梨

４年：多田優里 ６年：栗崎杏
【身体障害者福祉のための美術展】特選 １年：堀切朱音
入選 ２年：山本葵 関田凛子 ３年：オドエメナム オリビア ソムトチュク 金子柚菜

４年：宮田柚菜 ５年：狩野もなみ ６年：佐藤樂
【薬物乱用防止啓発ポスターコンクール】埼玉県薬剤師会長賞 ６年：伊藤義満
【三郷市科学展】金賞 3年:岡澤佳祐 久田隼斗 中本向日葵 北田優菜 牧野颯汰
【三郷市読書感想文コンクール】
入選 ６年：塗矢芽衣 ５年：遠藤翼空 ４年：竹田虎ノ介 大久保伊織

３年：岡澤佳祐 ２年：牛尾花音 渡邉優希斗 １年：勝畑凛
【救急の日絵画コンクール】救急隊長賞 ２年：及川莉愛
【REUSE 3R ポスター展】入選 二見遥馬
【三郷市連合会三行詩】金賞 ４年：佐藤優結 保護者：櫻井智恵美
【発明創意工夫展】市内優秀賞･北葛支部優良賞 5年:半田美琴 6年:藤田明生
【学校歯科保健優良校コンクール埼葛南部地区審査会】優秀校
【かんたんおいしい！朝ご飯レシピ女子栄養大学賞】５年：竹内咲莉亜
【環境ポスターコンクール】SDGｓ賞 ５年：狩野もなみ 竹内咲莉亜
【非行化防止標語】入選 ４年：岩下真桜
【校長賞】４年：岩下真桜 ５年：齋藤楓真 ６年：笠井海由
【２学期多読賞】1年:會田慎平 勝畑凛 2年:牛尾花音 菅谷己聖 中村真由香
秋元葵 石井さゆり 及川莉愛 根石斗和 西山拓希 秋元葵 志賀日和
古山葵乃 渡邉希斗 牛尾花音 3年:斉藤裕貴 4年:沖田歩美 吉岡優衣
熊田清久郎 岩下真桜 山口小百合 大久保伊織 中村圭斗 宮田柚菜
内尾斗亜 大竹琉愛 藤次絢香 入木星奏 秋元芽依 5年:金子優恵 清水暁斗
6年:井上隆之介

保護者アンケート結果
昨年末にご協力いただいたアンケート結果をお知らせします。（とても

よいとよいの合計割合）保護者回答１２３名

ありがとうございました。次年度に活かしていきたいと思います。

1 94.4%

2 75.3%

3 78.4%
4 87.0%
5 79.6%

6 87.9%

7 92.4%

8 89.5%

9 87.8%

10 89.5%

11 77.4%
12 79.0%
13 86.3%
14 83.1%

学校をあげて読書に取り組んでいます。「家庭読書の日」「各学級での取組」などについてどう思
いますか？

近所のお子さんにあいさつや言葉かけなど進んで声をかけていますか？

家庭での学習や生活の様子､翌日の学習準備のことなどについてお子さんとお話ししていますか？

お子さんに心配なことがあれば、学級担任や学校などに気軽に相談していますか？

学級懇談会、ＰＴＡ活動などに、できるだけ出席するようにしていますか？

毎月の希望個人面談日や担任以外の相談も随時受け付ける体制をとっていますが、相談しやすい学
校の雰囲気は感じますか？

学校だよりやホームページ、学年･学級だよりでのお知らせや、廊下等の写真の様子をお知らせし
ましたが、学校の様子がわかりましたか？

「夢を育む前間小－チャレンジ新前間小ー」を目指してとりくんできましたが、どう思いますか？

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」は育っていると思いま
すか？

きまりや約束を進んで守ろうとしていますか？

お子さんは、楽しく学校生活を送っていますか？

あいさつや返事、姿勢、言葉遣い、礼儀など基本的な生活習慣が身についていると思いますか？

学習したことがらが身についてていると思いますか？

友達と仲良くし、友達のことを考え行動していますか？

先生おすすめの本 ６年１組 駒村有二 先生
世界で一番貧しい大統領からきみへ ホセ・ムヒカ薯 くさばよしみ編

「自由とは好き勝手ってことじゃない。責任と制限がある」
ウルグアイの大統領だったホセ・ムヒカ氏のスピーチ

や取材で語られたことが書かれています。お金よりも大
事なものは何か、生きることに大切なことはどんなこと

かを考えさせてくれる本です。最初に書いた言葉はムヒカさんが
言っていた言葉です。本の中には難しい言葉もあるかもしれませ
んが、ぜひ手に取って読んでみてください。

学校だよりのカラー

版はこちらからご覧

になれます。



終業式・児童代表の言葉 １２月２４日（金）
２年１組 櫻井 伸真
２学期、ぼくががんばったことはそうじです。へやがきれい

だと、みんなもうれしいからがんばろうという気もちでやりま
した。ぼくは、教室そうじでした。すみっこのところまでやり
ました。
みんながそうじをおわらせたあともやっていました。先生に

「がんばってるね。」
と言われたので、そのときそうじがすきになりました。
これからも一ばんのそうじめいじんになってがんばりたいと思いました。

２年２組 岡村 飛里
ぼくが２学期にがんばったことは三つあります。一つ目は、

じきゅう走きろく会です。たいいくの時間、いっしょうけんめ
い走りました。また、おかあさんからのアドバイスがあり、休
みの日も学校で校ていを走るようになりました。何日も走って
いくとだんだん力がついてきたような気がしました。そして、
本ばんでは、一いになれました。とてもうれしかったです。

二つ目は、かけざん九九のべんきょうです。じゅぎょうだけではなく、家
でもがんばり、すべてのだんが言えるようになりました。
三つ目はあいさつです。ぼくはそっせんしてだれにでもあいさつをしまし

た。そのけっか、これまでよりもしぜんにあいさつができるようになりまし
た。３学期も、もくひょうをもって、何にでもがんばりたいです。

挨拶運動１２月２２日（水）
早稲田中の校長先生や生徒会

の生徒が、６年生と一緒に挨拶
運動をしました。登校してくる
子どもたちはいつもと様子が違
って戸惑っていたようすでし
た。挨拶がしっかりできるよう
指導していきます。

持久走記録会 １２月２日（木)

」

晴天の下、記録会
が実施されました。
校内にコースを設置
し、走りました。緊
張感がある中、どの
学年の子も、一生懸
命走ることができま
した。

２学期終業式 １２月２４日（金）

今年度初めて、全校児童が体育館に集まりました。換気に気をつけ、
人との距離をとっての終業式でした。子どもたちは、おしゃべりを
せずにしっかりと話を聞くことができました。

授業研究会 １１月３０日（火）

２年２組が算数・４年１組が学級活動でタブレットを使用しての研究
授業を行いました。タブレットを使う場面をいろいろ試しています。

英語スピーチコンテスト
１２月１５日（水）

今年で第２回を迎える英語スピ
ーチコンテストに、６年生の西山
蒼真さんが学校を代表して出場し
ました。堂々と素晴らしいスピー
チをして「ギリシャ賞」を受賞し
ました。おめでとうございます。

校内音楽発表 １２月６日（月）

４年生が、１学期から取り組んだ合奏を、全校に披露しました。曲
は「ワタリドリ」で去年の運動発表会でリズムなわとびに使用したも
のです。とても堂々と、かわいらしく、素晴らしい合奏をしてくれま
した。

子ども司書養成講座閉校式
１２月１１日（土）

ピアラシティ交流センターで開
催されました。今年度もオンライ
ンでの受講でしたが、全課程を修
了した児童ひとりひとりに教育長
から修了証が手渡されました。本
校から栗崎杏さん・藤田明生さん
が参加し受講の感想をしっかりと
述べることができました。

遊びランド１２月１５日（水）

２年生が１年生を招待して、遊
びランドを実施しました。２年生
はお店を作り、当日は呼び込みや
遊び方を説明したりと頑張ってい
ました。

群読集会 １２月７日（火）

リモートによる群読集会を行い
ました。５年生と２年生の発表で
した。２学年とも堂々とした態度
で、自信を持って、群読すること
ができました。

総合学力調査１２月１６日（木）

全学年がテストを受けました。
みんな一生懸命問題を解いていま
した。３月頃結果が戻ってきます。

調理実習１２月１５日（水）

５年生が、ごはんと味噌汁を作
りました。試食は、給食のときと
同じで前を向き、默食でしたが、
楽しく学習できました。


