
７・８月の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 金 さわやか 授業参観・懇談会3･4年
２ 土
３ 日
４ 月 言葉の力
５ 火 お話朝会 林間前健診６年
６ 水 さわやか 芸術鑑賞会（劇団風の子）
７ 木 ロング昼休み 委員会
８ 金 さわやか 短５
９ 土
10 日
11 月 読書タイム 大掃除週間
12 火 児童集会 短５
13 水 さわやか 短５
14 木 特５
15 金 特４ 給食終了
16 土 前間小家庭読書の日
17 日 前間小家庭読書の日
18 月 海の日
19 火 特３ 一斉下校
20 水 特３ 終業式
21 木 夏季休業日 民生委員・児童委員との交流会
22 金 ６年林間･修学旅行
23 土 ６年林間･修学旅行
24 日 ６年林間･修学旅行
８月
26 金 特３ 始業式
27 土
28 日
29 月 特３ 引き渡し訓練
30 火 漢字計算 短５ 給食開始 発育測定４～６年
31 水 さわやか 発育測定１～３年・たけのこ

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７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

夏季休業中の図書館開放予定(10:00～12:00 13:00～15:00)
7月21日（木）午後のみ 25日（月）28日（木）
※28日（木）工作会(10:00～1・6年 11:00～2・4年 13:00～3・5年 14:00～児童クラブ）
8月1日（月）４日（木）８日（月）18日（木）22日（月）25日（木）午後のみ

挨拶いっぱい 笑顔いっぱい 前間小学校

三郷市立前間小学校 校長 加藤 真理子

「加藤校長先生、おはようございます！」
元気な明るい声で挨拶する子。ニコッと笑顔で挨拶する子。しっかり
と目線を合わせて挨拶する子。立ち止まって深々とお辞儀をしなが
ら挨拶する子。挨拶した後、昨日あったことなどをいろいろ話してく
れる子。ちょっとはにかみながら挨拶する子…。毎朝の挨拶運動で
の光景です。６月後半には、代表委員会５，６年生の児童も挨拶を
呼びかける手作りのタスキを掛け、挨拶運動を一生懸命おこないま
した。挨拶の仕方は人それぞれ個性がありますが、心を込めて挨拶
してくれていることは、きちんと伝わってきます。私は、毎日のこの
やりとりで子供たちから一日のエネルギーをもらっています。そし
て、心の中で、「今日も一日頑張ろうね。」とエールを送っています。
さて、先日、第１回学校評議員会を開催いたしました。今年度も５

名の方に学校評議員を引き受けていただきました。日頃、前間小学
校の子供たちを見守り、ご支援くださっている皆様からご意見等を
いただきました。その中で、子供たちから、「（手を振りながら）こん
にちは。」「お花のお世話をありがとうございます。」「いつも見守りあ
りがとうございます。」などと声をかけられるとのお話をうかがいまし
た。子供たちの頑張る姿を見たり、挨拶や温かな言葉をもらったり
することは、学校評議員の皆様の生きるエネルギーになっていると
のことでした。『生きるエネルギー』この力強い言葉をいただき、私
は嬉しい気持ちと同時に身の引き締まる思いでいっぱいになりまし
た。
前間小学校の年間生活目標は『元気にあいさつをしよう』です。

子供たちのよさを広め、年間を通して指導を継続し、挨拶いっぱい、
笑顔いっぱいの学校を目指します。夏季休業中も含め、ご家庭で
も、家族や地域の方、友達等、様々な人に元気な挨拶ができるよう
お声掛けいただければと思います。挨拶は、人との円滑なコミュニ
ケーションを築く第一歩になります。
前間小学校は、地域の皆様にたくさん支えられている学校です。

日頃お世話になっている地域の皆様へ、子供たちから感謝の気持
ちを込めて、『生きるエネルギー』をお届けし続けられるよう全校を
あげて頑張ります。

第1回学校評議員会 ６月２２日（水）
委嘱状交付の後、授業を参観していただき

ました。子どもたちの授業態度のよさや元気
であること、子どもたちの書くときの姿勢、
登下校の安全について話題になりました。貴
重なご意見をいただき、ありがとうございま
した。

令和４年度学校評議員
よろしくお願いします。

清水睦美様 村岡佐知子様 大竹孝男様 樋口順子様 大石雅寿様

三郷市おすすめの本
三郷市おすすめの本２０冊を読破したした児童に、先

生たちが作成したオリジナルの栞を渡しています。６月
末現在約30名が達成しています。どんどん読破が進んで
いくとよいです。

第1回学校応援団会議
６月１５日（水）

いつもお世話になっている学校
応援団の方々においで頂き、顔合
わせと年間の予定を確認しまし
た。今年度もよろしくお願いしま
す。

学校だよりのカラー

版はこちらからご覧

になれます。

登下校時のマスク着用について
先日メールでも配信したように、熱中症予防の観点から、学校では全

校児童に「登下校時のマスク着用はしない。」と指導しています。注意点
として、
・人との距離は１ｍ以上とること。
・おしゃべりはしないこと。
・人との気持ちのよい挨拶は、声に出してよいこと。
・マスクを外したくない・外せない場合は、つけてよいこと。
・マスクはポケットに入れて登下校すること。
・予備のマスクをランドセルに入れておくこと。
ご家庭でもお声かけください。

６･７月の生活目標

ろうかは静かに右側を

歩こう

・右側を歩きます。

・おたがいに声をかけ合いましょう。

集まれ、前間っ子・後谷っ子」 日程
７月（後谷小・前間小合同）

19日（火）14:00～15:30 前間小体育館 天文教室 ４～６年
国立天文台 大石雅寿先生

26日（火) 9:00～10:30 前間小校庭 陸上教室 ４～６年
三郷市ＰＲ大使 高橋萌木子先生

８月（後谷小・前間小合同）
９日（火） 9:00～10:00 後谷小 宿題教室 １～３年

10:15～11:15 後谷小 宿題教室 ４～６年
23日（火） 9:00～10:00 前間小 宿題教室 １～３年

10:15～11:15 前間小 宿題教室 ４～６年
８月（２学期開始後 前間小･後谷小別）

30日（火）15:00～16:00 理科室 まが玉づくり ４～６年

夏休みを楽しく安全に
保護者・地域の皆様には、不審者対応や交通安全指導のため、登下校

時のみならず放課後も多くの方々に見守り頂き、ありがとうございます。
さて、もうすぐ夏休みです。「１日３回歯を磨ける人は交通事故に遭わ
ない」と言われています。今年も、水泳教室や寺子屋は実施されません
が、規則正しい生活を送り、安全に気をつけて
生活させてください。始業式の日には全員が元気に
登校してくれることを願っています。



水泳学習が始まりました ６月

コロナ禍での水泳学習ですので、距離をとって、おしゃべりをし
ないで・・・という学習になります。水泳が上手になるコツはたく
さんプールに入ることです。健康に留意し、忘れ物をしないて、頑
張ってほしいと思います。

校内硬筆競書会 ６月３日（金）

各学年、５月からの短い期間でしたが、よく取り組んでいました。
作品は各学級の廊下に掲示されています。

集まれ前間っ子・後谷っ子わくわくサイエンス ６月７･14･21日（火）

おもしろ遊学館の森先生・三田先生による学習でした。子どもたち
は科学の現象に驚いたり、目を輝かせたりして、実験に取り組んでい
ました。

交通安全教室 ６月２４日（金）

１～３年生が、交通安全教室を
実施しました。三郷市生活安全課
や交通安全母の会の方々が、丁寧
に教えてくださいました。。三郷・流山橋見学 ６月１０日（金）

６年生が後谷小の児童と合同で、橋の建設現場の見学をしました。橋
づくりの途中を見学する事は子どもたちにとって貴重な経験となりま
した。橋によって車の渋滞が緩和され住みやすい街づくりになってい
くことを学びました。

サツマイモ苗植え ６月２日（木）

今年も高鹿さんの畑で、サツマイモの苗を植えさせて頂きました。
今年は、苗を学校で入手できなかったこともあり、１･２年生のみの
実施となりました。植え方を丁寧に教えてくださり、子どもたちは、
慎重に苗に土をかぶせていました。

全校みんな仲良し６月９日（木）

ロング昼休みに、今年初めての
縦割り遊びがありました。昼休み
は晴れて、楽しく過ごすことがで
きました。

児童集会 ６月７日（火）

保健委員会と代表委員会が活動
の様子を発表しました。

群読集会６月２１日（火）

久しぶりの全校集まっての群読
集会でした。今回は１年生と６年
生が発表しました。

校内授業研究会 ６月２４日（金）２７日（月）

本校では、タブレットの効果的な利用法についての研究をしていま
す。24日（金）は６年生の体育で体力を高める運動に取り組みました。
各グループで考えた運動を撮影し、動きを確認したり、他のグループ
に紹介したりしました。27日（月）は３年１組での算数でした。３位
数―３位数の筆算で、タブレットを使って計算方法を考えました。

６月１日 ５・６年生が、プールをきれいにしてくれました。

６月１０日 体育館でプー

ル開きを行いました。水泳

学習での約束事を中心とし

た話がありました。

６月２３日 １・２年初日 １年生は、前日水着に着替える練

習をしてこの日を迎えました。

６月２０日 ５・６年本校初

泳ぎ 泳力調査実施

６月２１日 ３・４年 初日

泳力調査実施


