
集まれ、前間っ子・後谷っ子 日程
わくわくサイエンス教室 「暗闇で光る不思議なスライム」
10月18日(火)15:00～15:45 ２年 16:00～16:45 ４年
10月25日(火)15:00～15:45 ３年 16:00～16:45 ５年
11月 1日(火)15:00～15:45 １年 16:00～16:45 ６年

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210名（令和４年10月１日現在）

１年生３５名 ２年生２１名 ３年生５１名

４年生３６名 ５年生２６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

「実りの秋」「前間小の秋」
三郷市立前間小学校 校長 加藤 真理子

先日、３年ぶりの全校遠足を実施しました。牧場でのアスレチック、

芝滑り、動物とのふれあい体験、乳しぼり。学校では味わえない驚きや

感動がたくさんありました。何より、縦割り班で一日活動したことは、大

きな学びでした。同学年の子供同士で生活する時以上に、協力と思い

やりの気持ちをもって過ごすことで、楽しい時間を皆で共有することが

できました。特に、最高学年６年生の児童が班員全員に常に気を配り、

温かな態度で班をまとめている姿は大変素晴らしかったです。さすが、

憧れの存在 ６年生です。保護者の皆様には、当日までの健康管理や

持ち物の準備等、ご協力をいただきました。ありがとうございました。

さて、校庭を歩くと、心地よい風に乗って金木犀の甘い香りを感じる

ようになりました。爽やかな秋の到来です。「〇〇の秋」という言い方が

ありますが、「前間小の秋」について考えてみました。

１ 学習の“秋”

「わかった」「できた」という感動が成長の原点です。わかるために、

できるようになるために努力を積み重ねることが大切です。目標・夢に

向かって、一時間一時間の学習に全力で取り組みましょう。

２ 読書の“秋”

全校児童で20,000冊読破が今年の目標です。校内には、目標の達

成度を表す「宇宙の旅」の掲示物があります。目指すは、宇宙の果てブ

ラックホールの20,000冊光年（前間小だけの単位です）！ 現在は、9,4

67冊光年です。たくさんの本に出会い、心の栄養を蓄えましょう。

３ 運動の“秋”

毎週火曜日は「鉄棒の日」、毎週金曜日は「ボールの日」です。運動

委員の児童が企画し、昼休みに鉄棒の技を教えてくれたり、ボールを

使った運動を一緒にしてくれたりしています。運動好きな児童が増える

よう、工夫して取り組んでいます。ぜひ、参加してみてください。

４ 食欲の“秋”

コロナ対策をしながら給食を食べています。こんなときだからこそ、

食べ物をおいしくいただけることや作ってくれた人への感謝の気持ちを

もちながら、よく噛んで食材の味を楽しんでほしいです。

皆さんは、どんな秋にしたいですか？「実りの秋」「前間小の秋」「〇

〇の秋」ぜひ、ご家庭で話し合ってみてください。

引き取り訓練 ８月２９日（月）

三郷市では震度５強以上の地震発生時の対応として、子どもを保護
者に引き渡すことになります。今回、スムーズな訓練ができました。
ご協力ありがとうございました。

10月の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 土 読書タイム 学校公開② 第２回学校評議員会
２ 日
３ 月 振替休業日
４ 火 漢字計算 ゴーヤネット撤去
５ 水 お話朝会
６ 木 タブレット ロング昼休み クラブ 薬物乱用防止教室5･6年
７ 金 さわやか
８ 土 いなほ幼稚園運動会本校会場
９ 日 いなほ幼稚園運動会予備日
10 月 スポーツの日
11 火 児童集会 食に関する指導５年
12 水 タブレット
13 木 漢字計算 ロング昼休み（なかよしタイム）クラブ
14 金 さわやか
15 土
16 日
17 月 読書タイム
18 火 漢字計算
19 水 さわやか 夢と豊かな心をはぐくむ講演会 JICA 出前授業５・６年
20 木 タブレット ロング昼休み クラブ
21 金 特５ 漢字検定
22 土 前間小家庭読書の日
23 日 前間小家庭読書の日
24 月 読書タイム 4年リユース見学
25 火 音楽朝会
26 水 特４
27 木 タブレット ロング昼休み 委員会
28 金 さわやか 交通安全教室５年
29 土 市民文化祭
30 日 市民文化祭
31 月 読書タイム
11/1 火 お話朝会 ６年お楽しみ給食
２ 水 さわやか ５年社会科見学 ロング昼休み
３ 木 文化の日
４ 金 特４
※１０月２６日（水）、１１月４日（金）は、教員が他校の研究発表会に出
席するため、下校が早くなります。ご承知おきください。

学校だよりのカラー

版はこちらからご覧

になれます。

8･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。

児童表彰
【身体障害者福祉のための美術展】 入選

【埼玉県歯･口の健康啓発標語】入選
【埼玉県歯･口の健康図画ポスターコンクール】入選
【三郷市少年の主張大会】優良賞
【三郷市読書感想文コンクール】 入選

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 62.1 63.0 56.2 63.0 63.8 59.8
本校平均 65.8 64.1 55.6 65.9 63.9 59.4
全国学力・学習状況調査

６年国語 ６年算数 ６年理科
全国平均 65.6 63.2 63.3
県平均 67 64 65
本校平均 64 59 64

埼玉県調査では、すべての学年がほぼ県の平均正答率と同じぐらいでし
た。また、一人一人の学習の伸びについても昨年度と比べ、やや向上して
います。６年生の全国調査をみると、理科は平均越え、国語・算数は平均
を超えていません。結果分析したことを、これからの指導に生かし、学力
向上を図っていきます。



楽しかった全校遠足 ９月１６日（金）

３年ぶりに実施した全校遠足、今回は成田ゆめ牧場に行ってきま
した。よく晴れた１日で、６年生が下級生に気を配りながら、安全
に楽しく活動できました。

挨拶運動 ９月２１日（水）

早稲田中の３年生が挨拶運動に来てくれました。前間小出身の生徒
もいて、懐かしかったです。

稲刈り見学 ９月１３日（火）

３年生が、学校応援団・高鹿さんの田んぼで稲刈りの様子を見学さ
せていただきました。その後、機械で乾燥し、精米する様子を見たり、
高鹿さんに質問したりしました。また３年生全員に新米をプレゼント
してくださいました。それを全校遠足のお弁当に持って来た子がいて、
おいしそうに食べていました。

「集まれ前間っ子・後谷っ子」 まが玉づくり ８月３０日（火）

博物館の先生を招いてのまが玉づくりでした。参加した子供たち
は夢中で、取り組んでいました。

三郷流山橋お絵描き体験イベント ９月２６日（月）

来年の開通を目指して工事が進められている三郷市と流山市を結ぶ
橋で、前間小と後谷小の４年生が、舗装される前のコンクリート製
の床板にお絵描き体験をしました。三郷市のマスコットキャラクタ
ー「かいちゃん・つぶちゃん」の下絵に着色したり、その周囲の床
板に手を押しあてたりしました。赤や青などの水性塗料を手に付け
て橋を華やかに彩りました。映像は、｢ NHK 首都圏ネットワーク｣で
視聴することができます。

https://www.nhk.jp/p/shutoken-net/ts/MX1YJ59WZ8/

親子むし歯予防教室 ９月２６日（月）

今回は、コロナ感染予防の観点から、児童のみを対象として実施
しました。歯科衛生士さんが、歯磨き指導をしてくれました。ご家
庭での染め出しのご協力、ありがとうございました。

救命救急講習
９月９日（金）

５年生が、オンラインでの救命救急
講習を受けました。その後自分たち
で、ペットボトルを使って、胸骨圧
迫の練習をしました。




