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前間っ子 豊かな体験活動 ～枝豆・サツマイモ収穫体験～

三郷市立前間小学校 校長 加藤 真理子

先月１８日（火）と２０日（木）に、学校応援団の高鹿さんの畑で枝豆とサ

ツマイモの収穫体験をさせていただきました。枝豆は枝にぷっくりとした実

がたくさんついており、子供たちは、その実を大切そうに一つ残らずもいで

いました。サツマイモは土の中の宝探しのようで、ワクワクしながらお宝を

掘り当てていました。「高鹿さんの枝豆やサツマイモはおいしいんだよ！」

「お家の人も大好きなんだ！」と子供たちは口々に言っていました。私も自

宅でいただきましたが、子供たちの言う通り、とてもおいしかったです。そ

れぞれのご家庭でも秋の味覚をお楽しみいただけたのではないでしょう

か。毎年、全校児童がこのような豊かな体験をさせていただけることは、大

変幸せなことだと思います。改めて、学校の教育活動が地域の皆様に支

えられていることを実感した２日間でした。雨天により実施できなかった日

も含め、学校応援団の皆様と PTA の方々に多大なるご協力をいただきま
したことに感謝申し上げます。

さて、埼玉県では教育に対する関心と理解を一層深める機会として、毎

年１１月１日を「彩の国教育の日」、１日から７日までを「彩の国教育週間」

としています。これは、学校と家庭、地域の皆様が協力して教育に関する

取組を進め、彩の国埼玉の「心豊かな、力のある、元気な子供」の育成を

図り、活力ある埼玉県をつくる取組です。そして、本取組は、身近な人と

「自然」「人」「家族」「本」「地域」の大切さ・思い出について語り合うことを

呼びかけています。

枝豆・サツマイモの収穫体験に話を戻しますと、この収穫体験は、「彩の

国教育の日」で呼びかけている「自然」「人」「家族」「本」「地域」の大切さを

実感することのできる体験であったと改めて思います。まさに、「自然」に

触れるとともに、「地域」「人」と関わり、感謝の気持ちをもちました。収穫し

た枝豆やサツマイモを持ち帰り、「家族」でおいしくいただきながら会話もは

ずんだことと思います。おいしく調理するために、「本」で調理の仕方を調

べた人もいたかもしれません。そして、この体験は子供たちにとって前間

小学校での大切な思い出となることでしょう。

前間小学校では、これからもこのように前間小学校ならではの豊かな体

験活動をはじめとする魅力ある教育活動を教職員一丸となって展開し

てまいります。今後とも、保護者、地域の皆様のご協力をどうぞよろしく

お願いいたします。

読書の秋10／27～11／9は読書週間

１０月のお話朝会での校長講話は、「読書
の秋」ということで「泣いた赤鬼」の読み

聞かせをして、本をたくさん読むことを推奨しました。また、家読ゆう
びんの作成や図書委員会が作成した読書ビンゴなどで、学校図書館は賑
わっていました。10/27～11/9までは読書週間、11/23は「三郷市家読の
日」です。ぜひ、たくさんの本に出会ってほしいと思います。

11月の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 火 読書タイム 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
５ 土
６ 日
７ 月 言葉の力
８ 火 漢字計算
９ 水 漢字計算 ４時間授業（５年以外） 就学時健康診断
10 木 タブレット 芸術文化による子供育成総合事業（音楽鑑賞）
11 金 特４
12 土
13 日
14 月 県民の日
15 火 音楽朝会 ３年社会科見学
16 水 漢字計算 市内音楽会
17 木 タブレット ６年橋の不思議講座（後谷小へ行きます。）
18 金 特５ 個人面談① ＳＣ細谷先生来校（午前）
19 土
20 日
21 月 特５ 個人面談②
22 火 特５ 個人面談③
23 水 勤労感謝の日 三郷市家読の日
24 木 特５ 個人面談④
25 金 特５ 個人面談⑤
26 土 前間小家庭読書の日
27 日 前間小家庭読書の日
28 月 特５ 個人面談⑥
29 火 漢字計算 近隣陸上記録会６年
30 水 タブレット 近隣陸上記録会予備日
１ 木 お話朝会 ロング昼休み（なかよしタイム） 委員会
２ 金 さわやか
３ 土
４ 日
５ 月 群読集会
※１１月４日（金）、１１月 11日（金）は、教員が他校の研究発表会に出
席、１１月９日（水）は就学時健診の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。

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。

児童表彰
【三郷市三行詩】
【郷土を描く美術展】
【県民の日記念作文コンクール】
【三郷市科学展】
【市民文化祭出品】

集まれ、前間っ子・後谷っ子 日程

２学期の通知表について
担任からの「所見」欄については、個人面談時にお子様の様子を直接

お知らせするため、２学期の記載はありません。また、道徳・総合的な
学習の時間・外国語活動については、年間の評価となるため、３学期に
記載します。お子様の様子で気になる点がありましたら、いつでも担任
へご相談ください。よろしくお願いします。

月 日 時間 学年 内容 

  15:00～15:40 ３年 「かるた大会」三郷のいいとこカルタ 

11 月８日 火 15:50～16:30 ４年 「かるた大会」三郷のいいとこカルタ 

  15:00～15:40 ２年 「かるた大会」三郷のいいとこカルタ 

11月 15日 火 15:50～16:30 ５年 「かるた大会」三郷のいいとこカルタ 

  15:00～15:40 １年 「かるた大会」三郷のいいとこカルタ 

11月 22日 火 15:50～16:30 ６年 「かるた大会」三郷のいいとこカルタ 

  15:00～15:40 ３年 「巻物をつくろう」  

11月 29日 火 15:50～16:30 ４年 「ハンコをつくろう」  

 

11月の強化月間
○ヤングケアラー月間
ケアラーとは、家族などの身近な人に対して、無償で介護、看護、

日常生活上のお世話や援助をしている方です。ケアラーのうち１８歳
未満をヤングケアラーと定義しています。ケアラーが孤立することの
ない社会を目指し、県では広報啓発に取り組んでいます。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/chiikihoukatukea/kaigosya-kouhou.html
○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してくださ
い。学校でも「いじめ撲滅宣言」等、全校で取り組みます。



えだまめ・サツマイモ収穫体験１０月１８日（火）・２０日（木）

高鹿さんの畑で、枝豆（10/18）・サツマイモ（10/20）収穫体験を
しました。みんな袋いっぱいに、とらせていただきました。高鹿さ
んにはいつも感謝しています。また準備いただいた応援団の皆様、
保護者の皆様、ありがとうございました。

５・６年JICA国際協力出前講座 １０月１９日（水）

湯野澤いづみ様を講師に迎え、青年協力隊として行ったガーナの話
を中心に、講話をしていただきました。これから英語と日本について
学ぶこと、特技を持つことが大事であると話されていました。

「集まれ前間っ子・後谷っ子」 スライムづくり １０月１８日（火）

今月は、スライムづくりで、盛り上がりました。

学校公開 ９月３０日（金））１０月１日（土）

３年ぶりの学校公開、人数制限を設けさせていただきましたが、
ご来校いただき、ありがとうございました。授業参観とは違った子
供の様子が見られたことと思います。２日目は PTA 主催で人権セ
ミナーがあり、保護者の皆様が学習しました。また第２回学校評議
員会では、授業の様子をご覧いただきました。

薬物乱用防止教室 １０月６日（木）

５・６年生で実施しました。今年１０月で、キャラバンカーによ
る指導は最後ということでした。申込が通ってよかったです。特に
６年生は、保健学習の最中で、キャラバンカーの中に展示してある
薬物など興味深く見ていました。 改めて薬物の怖さを実感したよう
です。

児童集会 １０月１１日（火）

図書委員会と放送委員会が発表しました。

なかよし集会 １０月１３日（木）

久しぶりの縦割り遊びで、皆元気よく校庭を走り回っていました。

ゴーヤネット撤去 １０月４日（火）

学校応援団の方々と、PTA 緑の環境係の方々で、ゴーヤネットの
撤去をしました。ご協力いただきありがとうございました。

リユース見学 １０月２４日（月）

４年生が東日本資源環境組合（リユース）に行ってきました。ゴ
ミが施設の中で処理されていく様子はとても迫力があり、子供たち
は驚いていました。


