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日 曜日 朝の活動 行事
1 火 お話朝会
2 水 漢字計算 ４年盲導犬学習（オンライン）
3 木 漢字計算 ロング昼休み
4 金 漢字計算 入学説明会
5 土
6 日
7 月 読書タイム
8 火 漢字計算 希望個人面談
9 水 漢字計算
10 木 漢字計算 ロング昼休み
11 金 建国記念の日
12 土
13 日
14 月 読書タイム 自分チャレンジカード配布
15 火 音楽朝会 開校記念日　６年文化芸術鑑賞（メディア）

16 水 さわやか 挨拶運動　中学校入学説明会
17 木 漢字計算 ロング昼休み　クラブ
18 金 さわやか
19 土
20 日
21 月 言葉の力タイム

22 火 特６　通学班編成会議
23 水 天皇誕生日
24 木 児童集会
25 金 さわやか
26 土
27 日
28 月 読書タイム

３・１ 火 お話朝会 希望個人面談
2 水 さわやか
3 木 漢字計算 委員会　ロング昼休み
4 金 さわやか

2 令和４年２月１日現在 

ありがとう集会、授業参観・懇談会、５年生の三味線学習、委
員会・クラブは中止します。今後も感染状況によって行事を変更
します。 
３月の主な行事予定 
７日（月）６年生を送る会 １７日（木）卒業式予行 
１８日（金）給食終了 ２３日（水）見送り式 
２４日（木）卒業証書授与式 ２５日（金）修了式 
 

 

  

                    校長 大塚正樹 

寒い日が続きますが、大寒が過ぎ、少しずつあたたかくなり、

木々の花の蕾も膨らみ始めてきました。 

 昨年末から少しずつ、新型コロナウィルス感染前のように、合

唱や調理実習等ができるようになり、全校による終業式や始業式

も初めて実施できました。しかし、新年より感染者数が増加を続

け、1月 21 日からの蔓延防止等重点措置が適用され、以前のよ

うに行事や学習活動の中止事項が増えてしまいました。国内、県

内においても過去最高の感染者数になっています。今まで大丈夫

だったことが、大丈夫でない感染力になっています。 

 日常生活が一変し、当たり前のことができなくなるのは辛いこ

とですが、生きていく中では何度か遭遇することがあります。今

から 11年前にあった、東日本大震災もその一つです。ほとんど

の児童は生まれる前で意識はないと思いますが、地域や保護者の

皆様は、記憶にあると思います。あの大災害がもたらした被害は

甚大なものですが、 そこから日本人は、希望を持って、立ち上が

ってきました。あの大災害の象徴的存在として、陸前高田市、高

田松原の 7 万本の松の木の中で、災害時ただ 1 本生き残った木

をモチーフに、 昨年末に亡くなった新井満さん(「千の風に乗っ

て」の作者)が原作の「希望の木」という絵本を読書ウィークに 5

年生に読み聞かせしました。命の大切や、生んでくれた親に感謝

する感想が多くありました。地震や津波という災害の怖さ、みん

なの力で生き残った奇跡の一本松を少女に例えた絵本ですが、子

どもたちには、作者の思いが伝わったように思います。 

 人は、大変な時は、天を恨んだり、人のせいにしたくなります

が、日本人はいつも、気持ちを切り替えて、自分だけよければい

いのでなく、みんなで協力して、粘り強く乗り越えてきています。 

 今年度も残り 2 か月となりますが、新型コロナ感染激増の中

で、あれもできない、これもできないと、嘆くのでなく、工夫し

てできることをみんなで考えて協力して楽しく、有意義過ごす、

そんな前間っ子に、私は心のエネルギーをいただいているので感

謝しています。 

 今年度も残り二カ月になります。授業ができる限り、今の学習

や運動を頑張りましょう。蔓延防止等重点措置適用時は行事が中

止なることが多い中ですが、地域や保護者の皆様には、引き続き

本校の取組にご理解とご協力をお願いいたします。 

２月の行事予定 

先生おすすめの本 
  たけのこ学級担任 會田洋平 先生 
「参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー」 
著：山岸朋央 協力：認定 NPO 法人 DPI 日本会議 
 東京オリンピック・パラリンピックで話題になっ 
たボッチャやゴールボールについて詳しく書かれて 
います。たけのこ学級でもボッチャに取り組んでいますが、意
外と難しい・・・！その他、関連するゲームや車イスについて
知ることができます。この機会にぜひ、パラリンピックやバリ
アフリーについて触れてみてください。 
 

 

第６波に警戒を 
 １月２１日～２月１３日まで、埼玉県・三郷市では蔓延防止
重点措置に伴う対応をしています。感染力は今までよりも強く、
症状は人によって違うものになっています。今後も感染拡大防
止に努めてまいりますが、各御家庭におかれましても引き続き
子供たちをコロナから守る取組をお願いします。 
 
① 発熱等の風邪症状がみられる場合や家庭内に体調不良者が

いる場合の登校自粛 
② マスクの正しい着用（鼻マスク、あごマスクにならない） 
③ こまめな手洗い 
④ ３密（密接 密集 密閉）の回避 
⑤ 不要不急の外出の回避. 

学校関係者評価委員会  １月 17日（月） 
               授業参観を実施し、学校の様 
              子をみていただきました。また 
              １年間の学校の取組、学校自己 
              評価の結果を説明しました。 
               その後、評価委員の皆様から

意見をいただきました。 評価内 
容の詳細はホームページ、学校
だよりでお知らせします。学校
関係者評価委員の皆様、 ありが
とうございました。  

【学校関係者評価委員の皆様】  
○学校評議員 ・村岡佐知子様・早澤美保様・清水睦美様  
大竹孝男様 樋口順子様 〇PTA ・青木時子様・伊藤千春様 
・牧野里華様 ・笠井静花様・杉本真理子様 

開校記念日  
２月１５日に校歌と校章が制定され、その日を開校記念日とし

ました。前間小の開校は１９８４年（昭５９）、当時の児童数は 
４２４ 名 でした。 
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   始業式・児童代表の言葉    １月１１日（火） 

       ４年１組 岩下真桜 

私が３学期にがんばりたいことは、３つあります。１つ目

は努力をすることです。私は、いつもあきっぽくて、ずっと

地道になにかすることが苦手で、すぐに続けることをやめて

しまいます。だから３学期は、小さいことでも、コツコツと

続けて、努力を積み重ねていけたらいいなと思っています。 

２つ目は、書初め競書会です。私は３年生のころ金賞をとることができま

したが、もう少しがんばれたかなという思いで、少し心残りです。４年生で

も金賞を目指し、今度は自分がなっとくする、最高の金賞をとれるようにが

んばりたいです。 

３つ目は勉強です。もうすぐ５年生になります。今のうちに、４年生でし

かできないことに一生けん命取り組んで、３学期、ラストスパートしたいと

思います。わからないことがあったら、そのままにせず、すぐに先生に聞い

たりしたいです。大谷先生とはなれるのはさみしいですが、大谷先生に安心

してもらえるように何 1つかけていない自分になって 4年生をゴールインし

たいです。 

  書き初め競書会          １月１４日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

３～６年が書き初め競書会を実施しました。はりつめた緊張感
の中、頑張って書いていました。冬休みでの練習の成果を発揮し、
２学期末より、格段に上手になりました。 

00 

５年社会科見学     １月１８日（火）

 
春日部の龍 Q館で地下放水路「首都圏外郭放水路」の見学、羽

生の武州中島紺屋で藍染体験をしました。きちんと感染症対策を

行い、昼食も黙食を守りました。 

   ５・６年生三味線体験   ６年・１月１３日（木） 

                   ５年・１月２０日（木） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 昨年度はコロナの影響で実施できなかった三味線体験、今年は 
体育館で行うことができました。初めて三味線に触れる子も多 
く、緊張しながらもみんな一生懸命、弾いていました。今回は「さ 
くら さくら」の曲を練習して、最後はみんなで揃えました。 
 

漢字検定１月１４日（金） 英語検定１月２２日（土） 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
漢字検定は本校を会場に、英語検定は丹後小を会場にして、実

施しました。合わせて約 50名の子が、合格を目指して頑張ってい
ました。 

.夢と豊かな心を育む講演会  １月１９日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
埼玉西武ライオンズの黄金時代のエースで、現在アカデミーコ

ーチをされている石井丈裕様に５・６年生に講演して頂きまし
た。夢を持つこと、努力すること、目標を立てること等話されま
した。 

 ３年校外学習          １月１９日（水） 

 
 
 
 
 
 
 
 
３年生が校外学習で、ミュージアムパーク茨城県自然博物館に

行きました。クラス全員で見学をした後、班行動を行いました。
昼食は、芝生広場で適切な距離を保ちながら、黙食を守りました。 

 

 １月１７日（月）～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１７日から６年生の校長面

接が始まりました。緊張した面

持ちで、将来の夢について、校

長先生に話していました。 

 

１月２４日（月）～２８日（金） 
 コロナ禍での読書ウィーク
となりましたが、各クラスで読
書郵便、zoomを使って子ども司
書による読み聞かせ（６年栗崎
杏さん・藤田明生さん）、図書委
員の紙芝居、図書館で本を借り
るとおみくじしおりがひける
等のイベントを行いました。 
今年度の学校図書館貸し出し
冊数の目標 が 20,000冊です。
１月末現在で約 18,000 冊です
のであと少し。頑張ってほしい
と思います。 

  ３年食育指導          １月２５日（火） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校栄養士による食育指導がありました。長山先生とティーム

ティーチングで 「残さず食べよう」という内容で赤レンジャー・
黄色レンジャー・緑レンジャーが登場し、肉・ごはん・野菜をバ
ランスよく食べる大切さを学びました。 
 
 
 
 
 
 
 
3 年生が校外学習で、ミュージアムパーク茨城県自然博物館に

行きました。クラス見学や芝生広場で昼食をとった後班行動を行
いました。 

 

              挨拶運動 １月１９日（火） 

今年度２回目の挨拶運動です。 

早稲田中の３年生ボランティア

の生徒が来て、６年生と一緒に挨

拶運動をしました。 


