
５月の生活目標

気持ちのよいあいさつをしよう

・ 姿勢に気をつけて、授業の始まりと終わりのあいさつをします。

「ハイ」と返事、「ピン」と手を挙げます。

教え合い 学び合い

三郷市立前間小学校 校長 加藤 真理子

本校の校長室前の廊下には、地域の方のご厚意によりお借りし

た囲碁・将棋セットがいくつか置いてあります。昨年から置いて

おり、休み時間になると何人かの子供たちが遊びにやってきます。

「校長先生、やりましょうよ。」と誘ってくれますが、私はこれま

で囲碁も将棋もやったことがなく、石や駒の並べ方すら分かりま

せん。

先日、ある児童が「囲碁をやりましょう。」と誘ってくれまし

た。児童は、全くの初心者の私に五目並べのルールを教えてくれ

ました。ルールはなんとなく理解したものの一戦目は完敗。二戦

目もあっという間に完敗しそうなところを、児童は、私が有利に

なるための碁石の置き場所をヒントとして何度も教えてくれまし

た。そのおかげで二戦目は勝利。児童は勝利した私に拍手を送っ

てくれました。あれだけの心遣いとヒントをもらっておきながら、

あたかも自分の力で勝利したような気持ちになりました。

私は、知り合いなど何人かに今回のことを話しました。私は、

自分が相当嬉しかったことに気づきました。ヒントをもらいなが

らも勝てた（勝たせてもらった）ことも嬉しかったのですが、何

より、児童の温かな心に触れたこと、新しいことを覚えられたこ

とが嬉しかったのだと思います。

学校では、共に学習や生活することを通して、教え合い、学び

合いの経験を積み重ねます。その中で、相手の状況を理解し、そ

の人に必要な分だけヒントを与えたり、手助けをしたりすること

の大切さを学びます。また、自分の力でできた達成感、新しいこ

とを学ぶ喜びを味わい、友達とその喜びを共有します。私は、囲

碁の出来事から「教え合い 学び合い」のすばらしさを実感しま

した。

さて、私にはまだ課題が残されています。「将棋も一緒にやろ

う。」と誘ってもらっているのですが、ルールをなかなか覚えられ

ません。すると、児童が「図書館に将棋の本があるよ。」と適切な

アドバイスをくれました。これから、本を読んだり、子供たちに

教えてもらったりしながら、新しいことにチャレンジしていきた

いと思っています。

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214名（令和４年５月１日現在）

１年生３６名 ２年生２２名 ３年生５１名

４年生３７名 ５年生２７名 ６年生４１名

夢を育む前間小～全力チャレンジ前間小～

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 日
２ 月 読書タイム 委員会
３ 火 憲法記念日
４ 水 みどりの日
５ 木 こどもの日
６ 金 特 離任式 ＳＣ細谷先生来校（午前）
７ 土
８ 日
９ 月 読書タイム 内科検診５男･３年 １年生通常日課開始
10 火 お話朝会 希望個人面談
11 水 さわやか 埼玉県学力学習状況調査456年 ロング昼休み
12 木 特５
13 金 さわやか 内科検診５女・１年
14 土
15 日
16 月 読書タイム ゴーヤネット設置
17 火 児童集会 尿検査一次 ６年租税
18 水 さわやか 内科検診た・２・４・６年
19 木 漢字計算 ロング昼休み クラブ
20 金 さわやか
21 土
22 日
23 月 読書タイム ゴーヤ苗植え
24 火 音楽朝会 尿検査二次
25 水 さわやか
26 木 漢字計算 ロング昼休み クラブ
27 金 さわやか ５時間授業
28 土 運動発表会
29 日 運動発表会予備日
30 月 振替休業日
31 火 漢字計算 運動発表会予備日
1 水 さわやか プール清掃
２ 木 お話朝会 ロング昼休み 委員会
３ 金 さわやか ＳＣ細谷先生来校（午後）
６月の主な行事
２９日（水）授業参観･懇談会 １・２年たけのこ
３０日（木）授業参観･懇談会 ５・６年 ７/１（金）授業参観・懇談会３･４年

連休中の安全な過ごし方について
明日から大型連休になります。下記の事項について各担任が指導しま

したので、ご家庭でも確認していただき、ご指導のほどよろしくお願い
します。また、感染症拡大防止のため、ご家庭や外出先でも換気、石け
んによる手洗いや消毒、マスクの着用、ソーシャルディスタンス等ご配
慮をお願いします。

１ 交通安全
５月は「自転車月間」、そして５月５日は「自転車の日」です。自

転車の乗り方を含めた、交通安全に気をつけさせてください。
・交差点での一時停止・安全確認。
・狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行・安全確認。
・ヘルメット着用。

２ 不審者対応
・大声を出す。防犯ブザーを使う。
・子ども 110番の家やお店など近くへ逃げ込む。
・遊びに行くときは一人にならない。
・外出先を家族に伝える。
・不審者情報はすぐに警察(110番)へ通報する。

３ 水難事故防止
・河川・用水路等、子どもだけで行かない。
・川で遊ぶ場合は大人の人と一緒に行う。

４ インターネット、スマートフォン、オンラインゲーム等
・ケータイ・ゲームは時間を決めて行う。
・悪口は絶対書き込まない。
・写真や動画はのせない。
・ながらスマホはしない。
・ＳＮＳで知り合った人には会いに行かない。

５ 困っていたり悩んだりしたら相談を
○いじめ、不登校、学校生活の悩み
よいこの電話教育相談 毎日 24時間
子供専用 ☏＃7300 ☏0120-86-3192 保護者専用 ☏048-556-0874
子供･保護者共通 Fax0120-81-3192 Ｅメールsoudan@spec.ed.jp

○友達、学校、家族、自分のことなど（子供）
子どもスマイルネット 毎日（祝日･12/29～1/3を除く
10時30分～18時まで ☏048-822-7007

○どんな悩みでも相談できます（子供）
さいたまチャイルドライン 毎日
16:00～21:00まで ☏0120-99-7777

○いじめなど子供のＳＯＳに関する相談（子供･保護者）
毎日24時間 24時間子供ＳＯＳダイヤル ☏0120-0-78310

○子供の自殺防止・いのちの電話（誰でも）毎日24時間
埼玉いのちの電話 ☏048-645-4343
https://www.inochinodenwa-net.jp/index.html

学校だよりのカラー

版はこちらからご覧

になれます。

「集まれ、前間っ子・後谷っ子」 ５月の日程
多数参加申込いただき、ありがとうございました。５月の

日程は以下の通りです。（５月中旬に６月分の募集をします。）
○わくわく算数ランド
17日（火）15:00～15:45 ２年 16:00～16:45 ４年
24日（火）15:00～15:45 ３年 16:00～16:45 ５年
31日（火）15:00～15:45 １年 16:00～16:45 ６年

よろしくお願いします
今年度も、スクールカウンセラー細谷あやめ先生に月１回
程度来て頂きます。ご希望の方は連絡ください。



１年生を迎える会 ４月２０日（水）

全校で歓迎の気持ちを表す１年生を迎える会を行いました。４年
生が用意してくれた花のアーチを６年生のエスコートでくぐり、入
場しました。３年生からは歓迎の言葉、２年生からはメダルをプレ
ゼントしてもらいました。一年生は、お礼の言葉で気持ちを伝える
ことができました。

全国学力学習状況調査
４月１９日（火）

６年生を対象に、全国学力学習状
況調査が実施されました。今年は、
国語・算数に加え、理科があり、３
時間目はだいぶ疲れた様子でした
が､頑張って問題を解いていました。
５月は４～６年生を対象に埼玉県

学力学習状況調査があります。

授業参観・懇談会 ４月１８日（月）１９日（火）

今年度最初の授業参観・懇談会でした。懇談会は、広い特別教室を
使い、感染症対策を講じて行いました。校長の経営方針・学級経営方
針・自己紹介・役員決め等を行い短時間で終えました。保護者の皆様
には、お忙しいところご出席いただきありがとうございました。

学校図書館、貸し出し開始 ４月１４日（木）

１４日から本の貸し出しが始まりました。「やっと借りられ
る！！」とうれしそうに言ってくれる子もたくさんいました。また、
また､４月中に各学級で図書館オリエンテーションが実施されまし
た。今年も全校で貸し出し数２００００冊を目指して頑張って欲し
いと思います。

４月８日（金）

－第39回入学式－

保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。３６名の児
童が全員出席し、第３９回入学式を挙行することができました。６年
生は、学校のことを紹介しながら、歓迎の言葉を発表しました。また
準備から当日の式への出席まで本当に頑張ってくれました。

４月８日（金）

新しい学年がスタートしました。今回の始業式は、感染症対策から
校庭で行いました。新しく来た先生が校庭に出てくると、自然と子ど
もたちが温かく拍手で迎えてくれました。校長講話では、「全力・チ
ャレンジ前間小」について話がありました。


