
   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

              令和 4 年「壬寅（みずのえとら）」の目標 

              ～令和 3 年度 3 学期始業式式辞より～ 

三郷市立丹後小学校長 中村和美            

               令和 4 年、「壬寅（みずのえとら）」は、「生まれたも

のが成長する」といった縁起の良さを示しているとい

われています。今年も丹後神社に、丹後小にかかわる

すべての人々の幸せを願い参拝してきました。 

新しい年を迎えると「今年は〇〇を頑張るぞ」と目標を 

立てます。「1 年の計は元旦にあり」⇒「年の初めに今年は何をするか、目標を定め

決意を新たにすることが大切である」といわれています。 

私は「初詣」はお願い事ではなく「よーし!今年はこんな 1 年間にするぞ」という決

意をする場にしています。そして自分が決めた夢や目標に向けて、努力してもなかな

か成果が出ないとき、うまくいかないときには、「初詣」で祈願したことを思い出し、

もういちど「よーし!」気合いを入れなおしてやってみることにしています。 

私の 3 学期の目標は以下のとおりです。 

1 つ目は、「校長賞」のバッチを全校児童に手渡すこと。 

2 つ目は、全校児童が校長室に入り、面談や、学習の発表をすること。 

3 つ目は、最高の卒業式を行って、6 年生に卒業証書を渡すこと。 

 私の目標は、一人で頑張るだけでは達成できません。丹後小児童の皆さんの頑張り、

担任の先生方の頑張り、保護者や地域の皆さんの応援が合わさって達成できるもので

す。令和 4 年も丹後小学校をよろしくお願いします。 

☆児童の皆さんへ「夢に向かって 2022年の目標を書いてみよう」☆ 
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1月１１日現在 児童数～389名の大切な仲間たち～ 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 なかよし 全校 

学級数 2 2 2 2 2 3 3 16 

児童数 45 57 58 62 63 87 17 389 

 
日 曜 朝の時間 行事 

１１ 火 朝の会 【特日３】 3学期始業式 

１２ 水 朝の会 【特日３】 身体計測（５年・なかよし） 

１３ 木 チャレンジ 給食開始  身体計測（２・３・４年） 

１４ 金 チャレンジ 身体計測（１・６年） 

１５ 土   

１６ 日   

１７ 月 ブック 【生活】新春書きぞめ競書会 

１８ 火 音楽集会 【生活】 

１９ 水 いきいき 
【生活】 委員会 クリーン丹後 

3年歴史と民族出前授業 英検学習会 

２０ 木 チャレンジ 【生活】 

２１ 金 チャレンジ 【生活】6年薬物乱用防止教室  

２２ 土  英語検定（丹後小）読書ウィーク（29日まで） 

２３ 日   

２４ 月 ブック 縦割り遊び 

２５ 火 学級の時間 ６年生社会科見学 

２６ 水 いきいき クラブ見学 

２７ 木 チャレンジ  

２８ 金 チャレンジ  

２９ 土  読書フェスティバル（鷹野文化センター） 

３０ 日   

３１ 月 読み聞かせ  

 

１月２２日（土）から２９日（土）は読書ウィークです。三

郷市は「日本一の読書のまち」を宣言しています。こ

の読書ウィークでは読書フェスティバルをはじめとし

た市のイベントが多数開催されます。丹後小でも読

書活動を充実した授業を行う予定です。読書ウィーク

という機会を通して、ご家庭でも読書活動の充実に

お取り組みください。 

 

 

 

衛藤 景子 先生「夢をかなえるゾウ」作者：水野 敬也 

 このお話には、失敗ばかりで自分に自信がな 

い主人公と、なんでも夢をかなえてくれるゾウ 

の神様が出てきます。人として本当に大切なこ 

とや、前向きになれる名言がたくさん書かれて 

います。「当たり前のことだけど、これって続け 

るといいことが起きたりもするんだ！」と思わ 

せてくれます。皆さんも、ぜひ読んでみてください。 

  

 

日本一の読書のまち三郷 Tango おすすめ本コーナー 

学校 HP↓ 

【市内陸上合同記録会】 
女子走幅跳第一位 ６年生 女子 
女子４×１００ｍリレー第二位  
６年生女子 Aチーム 
4名 
男子走高跳第八位 ６年生 男子 
女子８０ｍ走第八位 ６年生 女子 
【非行防止標語】 
☆入選 ６年生 男子 
「あやまろう 後でくやむの 自分だよ」 
【REUSE ３Rポスター】☆入選 ４年生 女子 
【校内書きぞめ展】 ☆金賞 
３年生  
・足利日咲 ・櫻井美結 ・鈴木睦希 ・土田結菜  
・宮川夕葵 ・岩本康佑 ・小倉陽子 ・小島敦  
・佐藤陽久 ・徳原一太 ・皆川日葵 ・谷古宇悠利加 
４年生  
・大倉愛菜 ・落合京果 ・出頭茜   ・佐々木孝倫  
・瀬戸海夏 ・田中香澄 ・庵原万結 ・板垣奈々華 
・齋藤颯太 ・瀬戸理愛 ・本柳日向 ・降矢剛志 
５年生  
・古宇田湊 ・小町もも  ・里見人見 ・金田ほなみ  
・堀之内碧 ・山本真央 ・折原麗衣 ・宮田ひかり 
・佐藤瑛菜 ・里見人愛 ・堂下優空 ・吉川ありす 
６年生  
・飯塚花あ ・太田柚花 ・グエンテイフェチ 
・岡田真歩 ・前島音皇 ・宮﨑奏あ ・庵原梨里花  
・石山琴音 ・櫻井もあ  ・土田皓太 ・野木美希 
・町田和水 ・徳原香乃 ・平木芽衣 ・村橋直樹 
・山田葵あ ・吉野未夏 ・和知真桜 
なかよし 
・町田貴咲 ・村田蓮華 

 

【身体障害者のための美術展覧会】☆入選 

・古賀帆夏 ・田中智瑛 ・高須実莉 ・小柴知花 

・前田亘輝 ・榎本明志 ・出頭茜  ・田村陽桜 

・吉川あおい・吉川ありす・中原大和 ・町田和水 

・徳原香乃 ・町田貴咲 ・栗山柊馬 ・平木陸 

【郷土を描く児童生徒美術展】☆入選 

・フォンバオドン・武藤咲月 ・作岡唯菜 ・五十嵐大将 

・遠藤滉太 ・大倉愛菜 ・若林歩  ・小町もも  

・中村芽功 ・野木美希 ・吉野未夏 ・中島浬 

【校内なわとび大会】 各学年各種目第１位 

・藤井櫂斗 ・木賀花音 ・武藤咲月 ・堀越蘭空 

・王藝霖  ・佐藤香茉莉・梶山聡太 ・石田和仁 

・早川みな実・作岡唯菜 ・下斗米空輝 

・岩本康佑 ・谷柚愛乃 ・升田憲伸 ・小島惇 

・三上詩葉 ・松村汰紀 

・中村芽功 ・戸辺弘輝 ・吉田蒼優輝・堀尾智希 

・渡部夏美 ・佐川心望 ・井上雄貴 ・土田皓太 

・橋本和奏 ・宮川真維 ・丹野彩也香 

 

1.まず真ん中に自分の目標を書きます。 

2.目標を達成するための行動を①から⑧まで書きます。 

3.一番重要やことが①です。①から順番に書きます。 

4.目標を達成するために「心・健康・技・学習・仲間・運」

などが必要になってきます。 

5.9マスが埋まったら、「よーし」行動しよう 

新型コロナウィルス対応 

～体調不良時の登校自粛のお願い～ 

・本人や同居家族に発熱や咳な

どの体調不良のある場合や体

調不良、濃厚接触者によりＰ

ＣＲ検査を受診する 

・保健所から外出禁止が出ている 

・ＰＣＲ検査を受診する 

以上の際は速やかにご連絡ください 


