
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209名（令和５年１月１０日現在）

１年生３５名 ２年生２１名 ３年生５０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

明けましておめでとうございます
三郷市立前間小学校 校長 加藤 真理子

保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、希望に満ちた令和５

年新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、昨年中は本校の

教育活動の推進にご理解、ご協力、ご支援を賜りましたことに心より感

謝申し上げます。

昨年は、保護者の皆様をはじめ、地域の皆様方のご支援、ご協力に

より、学校の諸活動、諸行事を滞りなく終えることができました。また、

子供たちは、様々な場面で「全力チャレンジ」し、多くの成果をあげるこ

とができました。引き続き、今年も力いっぱい頑張っていきます。

さて、お正月になると『一年の計は元旦にあり』という諺をよく耳にし

ます。これには、日本と中国にそれぞれ由来があるそうです。ここで

は、日本の由来についてご紹介します。戦国武将 毛利元就の言葉に

以下のようにあります。

一年の計は春にあり

一月の計は朔（ついたち）にあり

一日の計は鶏鳴（一番鶏が鳴く早朝）にあり

新しい一年の計画はその年の初めに、月の計画は月の初めに、今

日の計画は朝早くに立てる。そして、計画を立てるだけではなく、元旦、

朔、鶏鳴からスタートし、実行することが大切であるということです。

一年のスタートという節目は、新たな目標や計画を掲げるのにとても

最適な機会です。昨年までのことはリセットし、すっきりとした心で新し

い年をどのように過ごしていくかを決めることができます。また、卯年

は、「植物の成長」という意味があり、目に見えて成長する年、新しいこ

とにチャレンジするのに最適な年と言われているそうです。さらに、うさ

ぎは飛び跳ねることから、「飛躍」「向上」の象徴であるそうです。

さあ、今日からいよいよ三学期のスタートです。三学期は学年のまと

めの学期であるとともに、６年生にとっては小学校生活最後の学期に

なります。ぜひ、今年度を振り返り、この一年間で成長したことは何か、

これからチャレンジしたいことは何かなどをしっかり確認し、新たな目標

を立て、今年一年を充実した実りある年にしましょう。

保護者の皆様、地域の皆様、本年もご理解、ご協力、ご支援を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。

1月の行事予定
日 曜日 朝の活動 行 事
１ 日 冬季休業日 元日
２ 月
３ 火
４ 水
５ 木
６ 金
７ 土
８ 日
９ 月 成人の日
10 火 特３ 始業式
11 水 特３
12 木 特５ 給食開始 発育測定456年 委員会
13 金 さわやか
14 土
15 日 三郷市地域交流サッカー大会
16 月 読書タイム 自分チャレンジ～20日
17 火 漢字計算 発育測定123年たけのこ 4年福祉体験
18 水 さわやか ６年社会科見学
19 木 タブレット ロング昼休み（なかよしタイム） クラブ
20 金 さわやか
21 土 三郷市読書ウィーク～28日 英検（後谷小）
22 日
23 月 読書タイム 学校関係者評価委員会
24 火 児童集会
25 水 読書タイム
26 木 読書タイム 避難訓練 ロング昼休み クラブ
27 金 読書タイム SC来校 読書フェスティバル
28 土 前間小家庭読書の日
29 日 前間小家庭読書の日
30 月 音楽朝会 3年食に関する指導
31 火 お話朝会
１ 水 タブレット
２ 木 漢字計算 ロング昼休み 委員会
３ 金 さわやか 入学説明会
２月の主な予定
17日（金）ありがとう集会
授業参観・懇談会 20日（月）5･6年・たけのこ 21日（火）1･2年

22日（水）3･4年

学校だよりのカラー

版はこちらからご覧

になれます。

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。

児童表彰
【埼玉県産業教育振興会】優良賞
【埼玉県学校歯科保健コンクール】優良校 前間小
【家族のきずなエッセイ】入選
【三郷市PTA連合会三行詩コンクール】金賞
【三郷市小学校英語スピーチコンテスト】 きらきら賞
【三郷市陸上記録会 ６年】

【三郷市家読の日表彰】
【三郷市小中学校合同音楽会】優良賞 前間小４年生
【三郷市みどりのカーテンコンテスト】みどりのカーテン賞 前間小（12年連続）
【２学期校長賞
【ぜんま写真コンテスト】最優秀賞 優秀賞
【２学期前間小多読賞】

集まれ、前間っ子・後谷っ子 日程

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：168名（保護者アンケート１） 102名（保護者アンケート２）

今後に生かしていきます。ご協力いただきありがとうございました。

月 日 時間 内容 対象児童 

１月 10 日 火 14:00～15:30 書初め教室 専門の先生が来ます 3～6年生 

１月 17 日 火 15:00～15:40 読み聞かせ後谷小ボランティアさん 1～3年生 

15:50～16:30 読み聞かせ後谷小ボランティアさん 4～6年生 

１月 24 日 火 15:00～15:40 読み聞かせ前間小ボランティアさん 1～3年生 

15:50～16:30 読み聞かせ前間小ボランティアさん 4～6年生 

 

大変よい＋よい
項目 R4 Ｒ３
1 お子さんは、楽しく学校生活を送っていますか？ 95.3% 94.4%
2 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付いていると思いますか？ 82.2% 75.3%
3 学習したことがらが身に付いていると思いますか？ 80.5% 78.4%
4 友達と仲良くし、友達のことを考え行動していますか？ 91.7% 87.0%
5 決まりや約束を進んで守ろうとしていますか？ 91.1% 79.6%

6
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？

93.1% 87.9%

7 「夢を育む学校―全力チャレンジ前間小―」を目指して取り組んできましたが、どう思いますか？ 97.1% 92.4%

8
学校だよりやホームページ、学級だよりでのお知らせ、廊下等の写真掲示により学校生活の様子を
お知らせしてきましたが、学校の様子が分かりましたか？

89.2% 89.5%

9
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？

85.3% 87.8%

10
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？

86.3% 89.5%

11 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？ 82.4% 77.4%
12 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？ 87.3% 79.0%
13 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？ 89.2% 86.3%
14 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？ 82.4% 83.1%



書き初め競書会 １２月７日（水）

体育館とふれあい広場に分けて実施しました。どの学年も真剣に、
よい作品にしようと頑張っていました。

英語スピーチコンテスト １２月１３日（火）

今年で第３回を迎える英語スピーチコンテストに、６年生の○○さ
んと○○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「きらきら賞」を受賞しました。

集まれ前間っ子・後谷っ子 １２月２７日（火）

前間小と後谷小と合同で実施しました。前間小出身で女子短距離元
日本代表の高橋萌木子さんのご指導で、陸上教室を行いました。１時
間の中で、子供達の走りが劇的に変わりました。最後に高橋さんは「好
きなことを続ける」「自分のことを信じる」「できることをもっとでき
るように」という言葉を子供達に贈りました。

校内持久走大会 １２月９日（金）

青空の下、３年ぶりに保護者の皆様に参観していただいた持久走大
会でした。子供達の頑張りはいつも以上でした。やはり、参観者がい
ると盛り上がるなと実感しました。当日は保護者の方による係の仕事
や応援等、ありがとうございました。

総合学力調査１２月１５日（木）

身に付けた知識をフル活用し、
時間いっぱいまで問題を解く姿が
どの学年でも見られました。

子ども司書養成講座閉講式 １２月１０日（土）

ピアラシティ交流センターで開催され、全課程を修了した児童一人
一人に教育長から修了証が手渡されました。本校から６年生の○○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。

生活科遊びランド １２月２０日（火）

２年生が１年生を招待し、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、頑張っていました。

保健学習１２月７日（水）

６年生の保健学習で三郷市役所
健康推進課の保健師の方をお招き
して、地域の保健活動について学
びました。


