
学校名 電話番号 (a)取組の名称
(b)実施月日(又は実

施期間)
教育週間
該当

(ｃ)分類 (ｄ)取組の内容

三郷市立早稲田小学校 048-952-4151

俳句の授業 10月28日(金) ①講座・講演会等 ５年生を対象に、俳句の講師の方から授業をしていただき、俳句に親し
んだり、俳句の作り方について学んだりしました。

三郷市立早稲田小学校 048-952-4151

授業参観 11月24日(木）～25
日（金）

②授業公開・懇談会等 各学級を出席番号で分け、２日間にわたり、授業参観を実施しました。
普段の学級の様子、子どもたちの学習している姿を見ていただきまし
た。

三郷市立八木郷小学校 048-952-0912

運動会 10月15日(土) ⑤運動会・持久走大会等 体育の発表会の様子をご覧いただき、本校の教育活動についての理解を
深めていただきます。

三郷市立八木郷小学校 048-952-0912

学力向上推進研究発表会 10月26日(水) ⑦研究発表・研修会 三郷市教育委員会より２年間の委嘱を受け、算数科の研究を授業実践を
中心に行いました。当日は２年生と４年生の授業を公開し、研究の成果
を発表しました。

三郷市立八木郷小学校 048-952-0912

映像学習 11月16日(水) ⑪その他 ５年生が、総合的な授業の時間の授業として、映像の力、説得力につい
て学び、自らプレゼンテーション用の映像を作成します。

三郷市立八木郷小学校 048-952-0912

学校だよりの発行 毎月1日の発行
○

⑥広報・学校だより等 学校の教育活動を、保護者・地域の方に紹介します。

三郷市立八木郷小学校 048-952-0912

親の学習 11月8日(火) ①講座・講演会等 令和３年度入学児童保護者を対象に、子育ての在り方、子どもとの接し
方等について、親の学習ファシリテーターを招聘し、学びます。

三郷市立八木郷小学校 048-952-0912

市内合同音楽会 11月16日(水) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 ４年生が代表で出場し、「ごんぎつね」の合唱を発表しました。

三郷市立八木郷小学校 048-952-0912

陸上合同記録会 11月17日(木) ⑤運動会・持久走大会等 近隣の小学校と合同で陸上の記録会を実施しました。6年生のみの参加に
なります。

三郷市立八木郷小学校 048-952-0912

校内持久走大会 11月29日(火) ⑤運動会・持久走大会等 各学年で時間とコースを分けて実施します。江戸川の土手を走ります。

三郷市立八木郷小学校 048-952-0912

東部教育事務所校内研修を支援する校
内授業研究協議会

11月30日(水) ⑦研究発表・研修会 算数科の授業研究会を実施し、本校の研究テーマ、授業実践についてご
指導を頂いた。

三郷市立戸ケ崎小学校 048-955-0913

運動会 10月22日(土) ⑤運動会・持久走大会等 今年度は全校児童の応援のもと、競技と表現を実施しました。日頃の練
習の成果を保護者の方にも見ていただきました。

三郷市立戸ケ崎小学校 048-955-0913

親の学習 11月8日(火) ①講座・講演会等 令和5年度入学児童保護者を対象に、子育ての在り方、子どもとの接し方
等について、親の学習ファシリテーターを招聘し、学びました。

三郷市立戸ケ崎小学校 048-955-0913

わくわく集会 11月11日(金) ⑨交流事業 各学級でミニゲームの出店を開き、異学年のペアで巡ります。民生委員
の方々にも体験ブースを開いていただきました。

三郷市立戸ケ崎小学校 048-955-0913

学校だよりの発行 毎月
○

⑥広報・学校だより等 学校の教育活動の内容や様子などを写真等を用いてわかりやすく紹介し
ます。HPにも学校だよりを公開しています。

三郷市立彦成小学校 048-952-1265

秋季運動会 10月22日(土) ⑤運動会・持久走大会等 児童が主体的に運営する運動会を実施します。一生懸命練習した表現運
動や力強く走るリレー・徒競走のほかに各学級の特色がみられる行進を
実施します。

令和４年１０・１１月における「彩の国教育の日」に係る取組実施状況(市町村立学校等)



三郷市立彦成小学校 048-952-1265

学校だよりの発行
ＨＰの更新

11月1日(火)
〇

⑥広報・学校だより等 本校の教育活動や児童の様子を保護者だけでなく、お世話になっている
地域の方々やスクールガードの方々にお知らせし、本校教育活動へのご
理解をいただくように努めます。また、ＨＰを毎日更新し、学校の様子
を発信します。

三郷市立彦成小学校 048-952-1265

バスの乗り方教室 11月15日(火) ①講座・講演会等 地域のバス会社の方々にお越しいただき、バスの乗り方に関するルール
やマナーを学ぶことで、社会性を育む教育を行います。

三郷市立彦成小学校 048-952-1265

JFAキッズプログラム(サッカー教室) 11月17日（木） ①講座・講演会等 ＪＦＡｷｯｽﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの一環として、4年生がサッカー教室の授業を受け、
サッカーの面白さを男女問わず体験します。

三郷市立彦成小学校 048-952-1265

校内音楽会動画撮影 11月28日(月) ②授業公開・懇談会等 感染症対策で中止となった音楽の発表を動画で撮影。タブレットを使っ
て家庭で発表を視聴していただきます。

三郷市立彦成小学校 048-952-1265

令和４年度三郷市小学校陸上協議会合
同記録会

11月29日(火) ⑤運動会・持久走大会等 陸上競技への関心を高め、目標に向かって一心に頑張りぬく心を育み、
共に記録会に臨んだ近隣の彦郷小学校、彦糸小学校との交流を図りま
す。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

学校だよりの発行 毎月1日発行
○

⑥広報・学校だより等 学校の教育活動をまとめた「学校だより」を発行し、本校の教育活動を
保護者・地域等に紹介し、相互理解を深めます。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

運動会 10月22日(土) ②授業公開・懇談会等 低学年・中学年・高学年ごとに徒競走・表現運動・団体種目に取り組
み、技能向上を図るとともに、仲間と協力する姿勢を学びます。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

学校評議員会 11月1日(火)
○

②授業公開・懇談会等 学校評議員の皆様に全学級の授業を公開し、本校の教育活動について理
解を深めていただきご意見をいただきます。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

バスの乗り方教室 11月4日(金)
○

①講座・講演会等 三郷市地域公共交通網形成計画の一環として、バス事業者の方からバス
の乗降方法や、乗車マナーなどを学び、実際のバスに触れる体験学習に
取り組みます。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

ＣＯＣＯ花運動 11月10日(木) ⑨交流事業 縦割り班ごとに花を植える活動を通して、異学年交流を行い、絆を深め
ます。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

カルビースナックスクール 11月11日(金) ①講座・講演会等 カルビーの方に来ていただき、適切なおやつの食べ方や時間などを指導
していただきます。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

市内合同音楽会 11月16日(水) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 5年生が代表で出場し、合奏を発表しました。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

合同陸上記録会 11月17日(木) ⑤運動会・持久走大会等 八木郷小学校・高州東小学校とともに、合同の陸上記録会を行い、技能
向上を図るとともに、次年度中学校が一緒になる他の小学校の児童との
交流を行います。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

家庭読書の日 11月23日(水) ⑪その他 家庭で読書に取り組む「家読（うちどく）」を積極的に取り入れ、読書
を通じてコミュニケーションを図り、家族の絆を深めます。

三郷市立高州小学校 048-955-0097

授業参観・懇談会 11月25日(金)
11月28日(月)

②授業公開・懇談会等 １～３年生・なかよし学級、４～６年生の授業の様子を保護者に参観し
て頂きます。授業後は、児童の様子や冬休みの過ごし方等について、保
護者と担任との懇談会を開催します。

三郷市立吹上小学校 048-955-5964

学校だよりの発行 10月3日(月)
11月1日(火) ○

⑥広報・学校だより等 教育活動や児童の様子を保護者・地域のみなさんなどに発信し、教育活動へのご理解
をいただけるようにします。学校の教育活動や児童の様子などを、保護者・地域の方
に紹介します。

三郷市立吹上小学校 048-955-5964

教育支援担当訪問 10月19日(水) ⑦研究発表・研修会 校内研修で取り組んできた「算数科」の研究授業を実施し、授業力向上
を図り、指導の成果を検証しました。

三郷市立吹上小学校 048-955-5964

1,2年生生活科見学 10月27日(木) ⑧社会体験・奉仕活動等 1,2年生合同で秋を探しに水元公園へ生活科見学に行きました。ドングリ
や落ち葉をたくさん拾いました。その後授業の中で作品作り等で活用し
ました。



三郷市立吹上小学校 048-955-5964

吹上小家庭読書の日 10月22日(土)　10月
23日(日)　11月26日
(土)　11月27日(日)

⑪その他 各家庭と連携し、家庭で読書をしていただく取組です。親子で読書をし
たり、読み聞かせをしたりします。また、親子で「家読ゆうびん」に取
り組みます。

三郷市立吹上小学校 048-955-5964

林間修学旅行 11月5日(土)
11月6日(日)
11月7日(月)

○
⑪その他 夏季休業中に予定していた林間修学旅行を延期し、３日間の日程で実施

しました。日光の歴史と自然にふれ、友だちとのかけがえのない時間を
過ごすことができました。

三郷市立吹上小学校 048-955-5964

２年生生活科見学 11月2日(水)
○

⑧社会体験・奉仕活動等 学区内を探検しました。多くの保護者のみなさまのご協力のもと、様々な店や
工場を見学しました。

三郷市立吹上小学校 048-955-5964

３年社会科見学 10月12日(水) ⑧社会体験・奉仕活動等 市内の白墨工場・コストコを見学し、またバスの車窓から三郷市の特色について学びました。

三郷市立吹上小学校 048-955-5964

３年オンライン社会科見学 11月17日(木) ⑧社会体験・奉仕活動等 学区内にある「ベルク」とオンラインで繋ぎ、店舗内の見学や質問に答えていただきました。

三郷市立吹上小学校 048-955-5964

交通安全教室 11月22日(火) ⑪その他 講師をお招きして、5.6年生が自転車の安全な乗り方の学習をしました。

三郷市立吹上小学校 048-955-5964

三郷市小学校陸上競技合同記録会 11月25日(金) ⑪その他 近隣小学校と陸上種目で記録会を開催しました。

三郷市立桜小学校 048-957-5033

学校だよりの発行 10月3日(月)
11月1日(火) ○

⑥広報・学校だより等 本校の教育活動や児童の様子を保護者・地域や民生委員さんなどに発信し、教
育活動へのご理解・ご協力ををいただきます。教育活動や児童の様子などを保
護者・地域の方に紹介します。

三郷市立桜小学校 048-957-5033

さくら家族読書の日 毎月第1・第3金曜日
○

⑪その他 ノーゲーム・ノーテレビで20分を目安に家族で本に親しむ日とします。
各学級に読んだ本の紹介カードを掲示し、読書の幅を広げています。

三郷市立桜小学校 048-957-5033

開校５０周年式典、おめでとう集会 10月1日(土) ⑪その他 第１部として開校50周年式典をハイブリッド形式で実施し、第２部は児童による「お
めでとう集会」を校庭で実施し、保護者に公開しました。子供たちがダンスや呼びか
け、音楽劇、手話を交えた合唱、合奏、群読などでお祝いの気持ちを表現しました。

三郷市立桜小学校 048-957-5033

読書ビンゴ 11月15日(火)（1か
月間）

⑪その他 読書月間の一環として、全校児童が「読書ビンゴ」に取り組みました。いろい
ろなジャンルの本に親しむことがねらいです。図書委員会の児童の手作りの賞
品も魅力です。

三郷市立桜小学校 048-957-5033

小中学校市内合同音楽会 11月16日(水) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 ５年１組の児童が出場、合唱曲「ゆうき」を心を一つにして歌いました。

三郷市立桜小学校 048-957-5033

さくら縁日 11月19日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 ＰＴＡ主催による「桜っこバザー」を行いました。低・中・高学年ごとの分散
型の参加とし、射的、魚釣り、パターゴルフなどの手作りゲームを楽しみまし
た。

三郷市立桜小学校 048-957-5033

陸上競技合同記録会 11月21日(月) ⑤運動会・持久走大会等 瑞木小、立花小、桜小の３校合同で６年生の陸上競技記録会を行いま
す。競い合いながら、次年度中学校で出会う仲間と交流します。

三郷市立鷹野小学校 048-955-1911

学校だよりの発行 毎月1日発行
〇

⑥広報・学校だより等 学校の教育活動をまとめた内容や、教育活動の様子などを写真や見出し
等を用いてわかりやすく紹介します。

三郷市立鷹野小学校 048-955-1911

学校公開 10月1日(土) ②授業公開・懇談会等 児童の授業や活動の様子を公開します。複数日程の設定や各教室の参観
人数を制限し、感染症拡大防止対策を徹底した上で実施します。

三郷市立鷹野小学校 048-955-1911

秋季運動会 10月22日(土) ⑤運動会・持久走大会等 低学年・中学年・高学年それぞれにおいて表現運動・徒競走を中心に行
い、技能の向上と共に仲間と協力する心を育てます。保護者への日頃の
様子を発表する良い機会とします。

三郷市立鷹野小学校 048-955-1911

読書読み聞かせ 11月17日(木)
11月24日(木)

⑪その他 読書の取組として、工夫して読み聞かせを行います。担任をシャッフル
をする「シャッフル読み聞かせ」と「６年ブックマスターによる読み聞
かせ」を行います。



三郷市立鷹野小学校 048-955-1911

持久走大会 11月25日(金) ⑤運動会・持久走大会等 低学年・中学年・高学年2学年ごとに実施。日頃の運動の成果を見せま
す。

三郷市立鷹野小学校 048-955-1911

授業参観 11月30日(水) ②授業公開・懇談会等 児童の授業や活動の様子を公開します。複数日程の設定や各教室の参観
人数を制限し、感染症拡大防止対策を徹底した上で実施します。

三郷市立鷹野小学校 048-955-1911

読書月間 11月(1か月間)
〇

⑪その他 鷹野の読書活動を推進するため、毎年１１月を読書月間としています。
図書委員会の児童が本の紹介を行ったり、全校で読書ビンゴ・スタンプ
ラリーに取り組んだりしながら読書に慣れ親しむ習慣を身に付けさせて
います。

三郷市立新和小学校 048-952-0121

学校だよりの発行 毎月1日発行
〇

⑥広報・学校だより等 「新和小学校だより」では、「彩の国教育の日」にちなんだ本校の教育
活動をお知らせします。児童の家庭に加え、学校関係者、見守り隊の皆
様、さらには各自治会のご協力により、学区内の町会の各家庭へも毎月
配付して読んでいただいています。またホームページでも御覧いただけ

三郷市立新和小学校 048-952-0121

学校公開 10月1日(土) ②授業公開・懇談会等 児童の授業や活動の様子を公開します。各教室の参観人数を制限し、感
染症拡大防止対策を徹底した上で実施します。

三郷市立新和小学校 048-952-0121

秋季大運動会 10月22日(土) ⑤運動会・持久走大会等 学年毎で徒競走と団体種目、リレー等、全校で全校種目を行い、保護者
の方（各家庭１名）にも参観していただきます。オンラインで動画配信
も行います。

三郷市立新和小学校 048-952-0121

読書月間 11月(1ヵ月間)
〇

⑪その他 平成31年度子供の読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰受賞校として
「本好きな子どもを育てる」取組を推進します。図書委員会による本の
紹介や家読ゆうびん、読書ビンゴなどに全校で取り組み、子ども達がよ
り多くの本と触れ合えるようにします。

三郷市立新和小学校 048-952-0121

シャッフル読み聞かせ 11月4日(金)
11月11日(金) ○

⑨交流事業 管理職を含めた教職員が自クラス以外の教室に行き、読み聞かせを行い
ます。

三郷市立新和小学校 048-952-0121

持久走大会 11月29日(火) ⑤運動会・持久走大会等 各学年で時間を分けて実施します。校内及び学校の周囲のコースを走り
ます。

三郷市立幸房小学校 048-952-0211

学校便りの発行
ホームページの更新

毎月1日発行
毎週 〇

⑥広報・学校だより等 学校の教育活動をまとめた「幸房小だより」を発行し、さらにホーム
ページにおいて、「彩の国教育の日」にちなんだ本校の取組を紹介して
いきます。

三郷市立幸房小学校 048-952-0211

おはなしのブーケ 11月11日（金） ①講座・講演会等 本校の読み聞かせボランティア「おはなしのブーケ」の皆様による読み
聞かせを行っています。大型絵本やパネルシアター等を活用し、毎回、
子どもたちを物語の世界へ連れて行ってくださいます。

三郷市立幸房小学校 048-952-0211
秋季大運動会 10月15日(土) ⑤運動会・持久走大会等 ３部に分けて走る競技と表現とリレーを実施しました。一家庭２名まで

の制限はありましたが、保護者の方に参観いただきました。

三郷市立幸房小学校 048-952-0211

幸房フェスティバル 11月19日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 PTA役員主催による「子どもたちがおもいっきり楽しめるイベント」を実
施しました。たくさんのゲームコーナーやクラブ発表などがあり、多く
の子どもたちと保護者の方の参加をいただきました。

三郷市立立花小学校 048-957-1266
学校だよりの発行
ホームページの更新

毎月1日発行
〇

⑥広報・学校だより等 学校の教育活動や行事予定を掲載した学校だよりを発行します。子供た
ちの活躍の様子は、ホームページでも盛んに紹介しています。

三郷市立立花小学校 048-957-1266

家庭読書の日 毎月1日・23日
〇

⑪その他 家庭と協力して読書に親しむ取組です。親子読書・読み聞かせ・家読ゆ
うびんに取り組ませます。立花小の読書活動は、各家庭にも定着してき
ています。

三郷市立立花小学校 048-957-1266
運動会 10月29日(土) ③学校説明会・体験入学等 運動会として半日開催とし、徒競走・ダンス・縦割り種目などを行いま

した。保護者にのみ公開しました。

三郷市立立花小学校 048-957-1266
個人面談週間 11月17日(木)～11月

22日(火)

⑩相談・三者面談等 担任と保護者が児童一人一人のよりよき成長を願って個別に話し合いま
す。今学期は希望制の面談で実施しました。

三郷市立立花小学校 048-957-1266
高校との連携授業 10月19日(水) ⑨交流事業 三郷工業技術高校の教員と生徒が小学校５年生に自分たちの作成したロ

ボットを用いてプログラミングの授業を実施してくれました。



三郷市立立花小学校 048-957-1266
近隣陸上記録会 11月22日(火) ⑤運動会・持久走大会等 近隣の小学校と合同で陸上の記録会を実施しました。6年生のみの参加に

なります。

三郷市立立花小学校 048-957-1266
持久走大会 11月28日(月) ⑤運動会・持久走大会等 持久走大会を２学年ずつで実施をしました。

三郷市立彦糸小学校 048-957-0201
学校だより配付 毎月1日発行

○
⑥広報・学校だより等 学校の取組や児童の様子等を保護者や学校応援団、地域の方々にお知ら

せし、学校教育へのご理解・ご協力をお願いしています。

三郷市立彦糸小学校 048-957-0201
運動会 10月22日(土) ⑤運動会・持久走大会等 午前中に開催し、保護者に公開しました。各学年の徒競走・学年(学団)

種目・表現・代表リレーを実施しました。

三郷市立彦糸小学校 048-957-0201
授業参観・懇談会 11月24日(木)

11月25日(金)

②授業公開・懇談会等 感染防止対策を講じた上で、授業参観・懇談会を実施しました。

三郷市立彦糸小学校 048-957-0201
三郷市小学校陸上競技合同記録会 11月29日(火) ②授業公開・懇談会等 彦郷小・彦成小と合同で、6年生が様々な競技で交流を図りました。

三郷市立前谷小学校 048-955-9331

前谷小読書月間 11月(1か月間)
〇

⑪その他 前谷の読書活動を推進するため、毎年１１月を読書月間としています。
図書委員会の児童が本の紹介を行ったり、全校で読書ビンゴに取り組ん
だりしながら読書に慣れ親しむ習慣を身に付けさせています。

三郷市立前谷小学校 048-955-9331

学校だよりの発行 毎月1日発行
〇

⑥広報・学校だより等 本校の教育活動や児童の様子を保護者だけでなく、お世話になっている
地域の方々やスクールガードの方々にお知らせし、本校教育活動へのご
理解をいただくように努めます。

三郷市立前谷小学校 048-955-9331

落ち葉掃き 11月(1か月間)
〇

⑧社会体験・奉仕活動等 全校児童で、本校の敷地内の樹木の落ち葉掃きを行います。学校を自分
たちの力で綺麗にしていこうとする心を育みながら、地域社会貢献を目
指し毎年取組を行っています。

三郷市立前谷小学校 048-955-9331
運動会 10月15日(土) 午前中に開催し、保護者に公開しました。各学年の徒競走・学年(学団)

種目・表現・代表リレーを実施しました。

三郷市立前谷小学校 048-955-9331
交通安全教室 10月20日(木) 高学年(5.6年生)を対象に自転車の乗り方や交通安全について、講習会を

実施しました。

三郷市立前谷小学校 048-955-9331
近隣陸上記録会 11月25日(金) ⑤運動会・持久走大会等 近隣の小学校と合同で陸上の記録会を実施しました。6年生のみの参加に

なります。

三郷市立高州東小学校 048-955-7711
学校だよりの発行 毎月1日発行

○
⑥広報・学校だより等 学校の教育活動をまとめた「学校だより」を発行し、本校の教育活動を

保護者・地域等に紹介します。

三郷市立高州東小学校 048-955-7711

花いっぱい運動 10月～11月
○

⑨交流事業 縦割り班の１・６年生、２・５年生、３・４年生でペアを作ってプラン
ターに水を与える活動を通し、生命を慈しむ心や、他学年児童の絆を育
みました。

三郷市立高州東小学校 048-955-7711
校内授業研究協議会

11月28日(月)

⑦研究発表・研修会 学校課題研修である「学校図書館教育」を通して、「読みを深め」「自
ら学び」「探究できる」児童の育成を目指している。

三郷市立高州東小学校 048-955-7711

秋季運動会 10月22日(土) ⑤運動会・持久走大会等 半日にわたり、表現運動、徒競走やリレー、団体競技の様子をご覧いた
だき、最後まであきらめない姿、仲間と共に協力し、目標に向かって頑
張る姿をご覧いただいた。

三郷市立高州東小学校 048-955-7711
いじめ撲滅強調月間 11月1日(火)～30日

(水)
○

⑪その他 いじめ撲滅に関する授業や、自尊感情・他尊感情及び自己肯定感の向上
を目指した取組を多数行い、児童の心を育む月間です。

三郷市立高州東小学校 048-955-7711
読書月間 11月1日(火)～30日

(水)
○

⑪その他 読書に関する取組を多数行うことによって、児童の読書への意欲を高
め、生きる力の基礎となる読書力の育成に努める月間です。

三郷市立高州東小学校 048-955-7711

合同陸上記録会 11月17日(木) ⑤運動会・持久走大会等 八木郷小学校・高州小学校とともに、合同の陸上記録会を行い、技能向
上を図るとともに、次年度中学校が一緒になる他の小学校の児童との交
流を行います。



三郷市立高州東小学校 048-955-7711

読書ウィーク 11月21日(月)～25日
(金)

⑪その他 読書に関する行事（担任の読み聞かせ、三郷市おすすめ本ビンゴ等）に
取り組み、より本に親しみを持ち、進んで読書に取り組む児童の育成に
取り組みました。

三郷市立高州東小学校 048-955-7711

家庭読書の日 毎月23日 ⑪その他 家庭で読書に取り組むことにより、読書を通じてコミュニケーションを
図る「家読（うちどく）」を積極的に取り入れ、家族の絆を深めていき
ます。

三郷市立彦郷小学校 048-957-9911
学校だよりの発行 毎月1日発行

○
⑤運動会・持久走大会等 学校の教育活動をまとめたもの(行事予定・学校公開アンケート結果等)

や、「彩の国教育の日」にちなんだ本校の取組などを紹介します。

三郷市立彦郷小学校 048-957-9911
あいさつ運動 毎日

○
⑧社会体験・奉仕活動等 約月２回の頻度で、彦郷小や彦糸中で互いに行き来し、あいさつ運動に

取り組んでいる。

三郷市立彦郷小学校 048-957-9911

家読の日 10月2日(土)
11月6日(土)
11月20日(土)

○
⑪その他 家族でＴＶを消し、読書する時間を設ける日です。子どもたちが書く

「家族読書カード」で担任はその読書状況を把握します。数枚を掲示板
に貼り、児童は互いの家族読書の様子を確認します。

三郷市立彦郷学校 048-957-9911
令和3・4年度小中連携教育推進研究発
表会開催

11月11日(金) ⑦研究発表・研修会 令和3・4年度、彦糸中学校とともに推進してきた小中連携推進研究の発
表会を実施しました。

三郷市立彦郷小学校 048-957-9911
陸上合同記録会 11月29日(火) ⑤運動会・持久走大会等 陸上競技への関心と技能をを高め、目標に向かって粘り強く努力する心

を育みます。また、共に記録会に臨んだ近隣校との交流を図ります。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217

学校応援団の
あいさつ運動

通年(毎日)
〇

⑧社会体験・奉仕活動等 毎日学校応援団の方々が、児童が気持ちよく1日をスタートできるようにと校門
付近の清掃とあいさつ運動を実施しています。児童会の児童も元気にあいさつ
をして心の交流を図ります。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
家庭学習週間 毎月第1週 ○ ⑪その他 毎月第３週の1週間は、家庭学習週間とし、家庭での学習を推進しています。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217

学校だよりの配付 毎月初め
〇

⑥広報・学校だより等 学校の取組や児童の様子を保護者だけでなく、学校応援団や地域の方に広く紹介して
います。また、10月～11月の学校だよりには、「彩の国教育の日」にちなんだ取組、
12月にはその様子を紹介します。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
読書月間 11月

○
⑪その他 ブックツリーにおすすめの本を紹介したり、言葉の力のお話を読んで、

おうちの人と児童の感想を書いたりする活動を行います。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
ありがとう月間 11月 ○ ⑨交流事業 毎年実施している「ふれあい集会」の代替えとして実施します。児童計画委員が中心

となり、日頃お世話になっている学校応援団の方に感謝の気持ちを伝える取組を行い
ました。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
お腹元気教室 10月1日(土) ①講座・講演会等 １年生対象に、ヤクルトの出前授業を行いました。学校公開日に行い保護者と共に学

ぶことができました。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217

秋季大運動会 10月22日(土) ⑤運動会・持久走大会等 全校で開催し、日頃の学習の成果を発表します。人数を制限した上で保
護者に参観していただき、本校の教育活動についての理解を深めていた
だきます。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
5年生出前授業 10月25日(火) ①講座・講演会等 「日産わくわくエコスクール」講座を実施しました。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
3年社会科見学 11月1日(火)

○
⑧社会体験・奉仕活動等 三郷市内の学習として、鷹野給食センターの見学、市内施設をめぐり、

JFE条鋼の見学を実施しました。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
個人面談週間 11月7日(月)～11日

(金)
○

⑩相談・三者面談等 担任と保護者が児童一人一人のよりよき成長を願って個別に話し合いま
す。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
丹後小フェスタ（PTAバザー） 11月12日(土) ⑪その他 PTA主催によるバザーを実施しました。コロナ禍のため飲食の販売は行わ

ず、工夫して実施することができました。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
就学時検診・親の学習 11月18日(金) ③学校説明会・体験入学等 就学時検診に、次年度入学予定の保護者を対象に親の学習を実施しました。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217

３年生出前授業 11月21日(月) ⑧社会体験・奉仕活動等 スーパーマーケットのカスミフードサービスのオンライン出前授業を行いまし
た。バックヤードツアーなども実施していただき、スーパーの仕事について学
ぶことができました。



三郷市立丹後小学校 048-957-1217
群読集会 11月24日(火) ⑨交流事業 １年生が全校の前で群読の発表を行いました。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
授業参観・懇談会 11月25日(金)11月28

日(月)

②授業公開・懇談会等 ２日間にわたり、授業参観を実施しました。普段の学級の様子、子どもたちの学習し
ている様子を見ていただきました。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
小学校陸上合同記録会 11月29日(火) ⑤運動会・持久走大会等 陸上競技への関心と技能を高め、目標に向かって粘り強く努力する心を

育みます。また、共に記録会に臨んだ近隣校との交流を図ります。

三郷市立丹後小学校 048-957-1217
２年生生活科見学 11月30日(水) ⑧社会体験・奉仕活動等 東武動物公園へ行き、生き物とのふれあい体験や、グループで動物見学を行いまし

た。

三郷市立前間小学校 048-958-1211

学校だより配布 月初め
○

⑥広報・学校だより等 彩の国教育の日について、学校の取組や児童の様子等を保護者や学校応
援団、地域の方々にお知らせし、学校教育のご理解・ご協力をお願いし
ます。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
枝豆・サツマイモ収穫体験 10月18日(火)

10月20日(木）
⑪その他 学校応援団の方の畑で、全校児童が収穫体験をさせていただきます。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
JICA国際協力出前講座 10月19日(水) ①講座・講演会等 5･6年生を対象に「将来の夢」「国際理解」について応援していただきま

す。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
読書月間 11月

○
⑪その他 図書委員による読書イベント（読書ビンゴ　読書スタンプラリー　読書

クイズ）を行います。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
5年生社会科見学 11月2日（水） ○ ⑧社会体験・奉仕活動等 グリコの工場見学と、藍染め体験をします。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
就学時健診・親の学習 11月9日（水） ③学校説明会・体験入学等 就学時健診にて、次年度入学予定の保護者対象に親の学習を実施します。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
文化芸術による子供育成推進事業 11月10日(木) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 ｢サロンオーケストラジャパン」によるコンサートを行い、音楽鑑賞や楽

器体験をします。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
3年生社会科見学 11月15日(火) ⑧社会体験・奉仕活動等 三郷市内の学習として、鷹野給食センターの見学後、ピアラシティー交

流センター、スーパーの見学をします。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
市内合同音楽会 11月16日(水) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 4年生が代表で出場し、合奏を発表します。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
橋の不思議講座 11月17日(木) ①講座・講演会等 6年生が後谷小へ行き、後谷小６年生と一緒に受講し、交流します。

三郷市立前間小学校 048-958-1211
陸上記録会 11月29日(火) ⑨交流事業 前間小・丹後小・後谷小が丹後小学校で開催し、6年生がリレー・幅跳

び・高跳び・縄跳びで競います。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
学校公開 10月1日(土) ②授業公開・懇談会等 密にならないように、学年を時間ごとに分けて公開しました。引き取り

訓練を実施しました。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310

学校だよりの発行 10月1日(土)　11月
１日(火)

〇

⑥広報・学校だより等 「瑞木小学校だより」では、「彩の国教育の日」にちなんだ教育活動を
お知らせします。家庭、学校関係者への配付、さらには各自治会のご協
力により、回覧板で毎月全地域で読んで頂きます。またホームページで
もご覧頂けます。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
運動会前除草作業 10月５日(水) ⑧社会体験・奉仕活動等 運動会を成功させるために、業前の時間を使って、全学年で除草作業を

行いました。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
秋季運動会 10月22日(土) ⑤運動会・持久走大会等 コロナ禍で規模を縮小して運動会を行いました。保護者１名のみ参観し

ます。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
研究委嘱発表会 11月４日(金) ○ ⑦研究発表・研修会 市の委嘱で学力向上研究発表会を行いました。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
夢と豊かな心をはぐくむ講演会 10月27日(木) ①講座・講演会等 ５、６年生が、元プロボクサーの岡庭冴子さんの講演をききます。夢を

もち、あきらめずに努力することの大切さを学びます。



三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
瑞木小フェスタ（PTAバザー） 10月29日(土) ⑪その他 PTA主催によるバザーを実施。コロナ禍のため、飲食の販売は行わず実施

しました。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
プロ野球OB会とのふれあい会 11月８日(火) ①講座・講演会等 元プロ野球選手に５・６年生が

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
市内合同音楽会 11月16日(水) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 5年生が代表で出場し、合奏を発表しました。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
味覚の授業 11月16日(水) ①講座・講演会等 6年生がプロのパティシエに味覚について授業をしていただきました。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310

合同陸上記録会 11月22日(火) ⑨交流事業 ６年生が本校を会場に、桜小学校、立花小学校６年生と80ｍ走、走り幅
跳び、走り高跳び、400ｍリレー、縄跳びで、記録更新を目指して競いま
す。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
授業参観・懇談会 11月21日(月)

11月25日(金)

②授業公開・懇談会等 各学年、劇や合奏の発表なども見ていただきました。

三郷市立瑞木小学校 048-957-1310
校外学習 11月18日(金)

11月21日(月)
⑪その他 低学年が東武動物公園へ、高学年が大洗水族館に行きました。

三郷市立後谷小学校 048-959-4500

学校だよりの発行 10月4日（火)
11月1日(火) 〇

⑥広報・学校だより等 学校の教育活動をまとめた「学校だより」を発行し、「彩の国教育の日」にち
なんだ本校の取組を紹介します。児童の様子を保護者だけでなく、学校応援団
や地域の方に広く配付しています。

三郷市立後谷小学校 048-959-4500
児童集会
（たてわり石拾い）

11月2日(水）
○

⑧社会体験・奉仕活動等 たてわりグループで石拾いを行います。運動会に向けて、全校児童で協力して
環境整備を行い、運動会への意欲を高めます。

三郷市立後谷小学校 048-959-4500
運動会 11月5日(土) ○

⑤運動会・持久走大会等 学年での徒競走と団体競技、各学団での団体演技と一人３種目に出場します。
今年度は３年ぶりに全校児童が一同に会して実施します。

三郷市立後谷小学校 048-959-4500

後谷学習
（橋のしくみ）

11月17日(木) ①講座・講演会等 建築の専門家である前学校評議員の方をゲストティチャーに招き、６年生が橋
のしくみについて教えてもらいます。実験も交えながら、楽しく橋のしくみを
学びます。今年度は近隣の前間小学校と合同で実施します。

三郷市立後谷小学校 048-959-4500

親の学習 11月15日(火) ①講座・講演会等 三郷市ファシリテーターを講師に招き、令和５年度入学児童の保護者を
対象に親の学習を実施します。学校と家庭の協力体制の構築を図りま
す。

三郷市立後谷小学校 048-959-4500

合同陸上記録会 11月29日(火) ⑤運動会・持久走大会等 ６年生にとっての良い思い出となるよう、近隣の小学校と合同で陸上の
記録会を丹後小で実施します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため
小規模の開催です。

三郷市立南中学校 048-955-0550
３年三者面談 11月2日(水)～18日

(金) ○
⑩相談・三者面談等 三者（生徒と保護者・教師）で進路指導・キャリア教育のねらい達成のため、将来の進路の方向

性や卒業後の具体的進路を確認したり、日常の学習・生活に対しての課題解決策や向上策を講じ
る機会とします。

三郷市立南中学校 048-955-0550
学校だより
南中ホームページ

月に1回発行
毎日更新

○
⑥広報・学校だより等 毎月発行の学校だより「南風」、毎日(平日）更新のホームページにて日頃の教

育活動の様子を伝えています。

三郷市立南中学校 048-955-0550
南中環境部 10月16日(日) ⑧社会体験・奉仕活動等 保護者（特に男性保護者）に呼びかけをし、普段ではできない学校環境整備に協力をいただき、

学校の美観を整えたり、生徒が過ごしやすい環境づくりに貢献していただきます。

三郷市立南中学校 048-955-0550
JOCオリンピック教室 10月27日(木)

10月28日(金)
①講座・講演会等 オリンピアの方に来校いただき、オリンピックバリューのエクスレンス・フレンドシップ・リス

ペクトの3つを学び、オリンピックだけではなく、私たちの普段の生活でも意識して行くことの
大切さを学びました。

三郷市立南中学校 048-955-0550
重点校指定授業研修会 10月3日(月)

10月19日(水)

⑦研究発表・研修会 学力向上推進研究を見える学力でも伸ばしていく研究成果を全職員で確
認するため、指導者を招聘し、研修を行います。

三郷市立南中学校 048-955-0550
三郷市教育委員会・東部教育事務所支
援学力向上推進担当学校訪問

11月1日(火)
○

⑦研究発表・研修会 学力向上に向けて学校課題を設定し、今年度の研修成果と課題について
全職員で確認するため、指導者を招聘し、研修を行います。

三郷市立南中学校 048-955-0550

南中祭 10月25日(火)
10月26日(水)
10月31日(月)

②授業公開・懇談会等 学年単位でテーマを決め、それに沿って各自が調べて作成したプレゼン
テーションの優秀作品を公開します。



三郷市立南中学校 048-955-0550
育成会街頭指導 11月4日(金) ○ ⑧社会体験・奉仕活動等 育成会と連携して夕刻に学区周辺のパトロール活動を行います。

三郷市立南中学校 048-955-0550
救急救命講座 11月2日(水) ○ ①講座・講演会等 命の大切さを学び、大切な命を救うためにできることについて学習し、胸骨圧

迫とによる心臓マッサージとAEDの扱い方法について学びます。

三郷市立南中学校 048-955-0550
南中フェスタ 11月5日(土) ○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 PTAが主体となり、吹奏楽部の発表や地域の方々の発表、バザーや各種団体によ
る出店等本校の生徒だけでなく、地域周辺の皆さんと楽しい時間を興じます。

三郷市立北中学校 048-952-5281

あいさつ運動 毎日
〇

⑪その他 北中学校区の生徒会の生徒達が中心となり、朝のあいさつ運動を行っていま
す。基本的に毎日行っていますが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から行えない日もありました。

三郷市立北中学校 048-952-5281

学校だよりの発行及びホームページ上
での紹介

月1回・HPは随時
○

⑥広報・学校だより等 毎月発行の「北中だより」、毎日更新の「北中ホームページ」にて日頃
の教育活動の様子を伝えたり、「彩の国教育の日」にちなんだ本校の取
組を紹介します。

三郷市立北中学校 048-952-5281
合唱コンクール 10月27日(木) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 クラス合唱と吹奏楽部の発表を三郷市文化会館で実施しました。保護者

は、1名のみの参観でお願いしました。

三郷市立北中学校 048-952-5281

３年三者面談 10月31日(月)～11月
9日(水) ○

⑩相談・三者面談等 生徒と保護者・教師の三者で進路指導・キャリア教育のねらいの達成の
ため、進路の方向性を確認したり、日常の学習・生活に対しての課題解
決策をさぐる機会とします。

三郷市立北中学校 048-952-5281
北中フェスタ 11月5日(土) ○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 PTAが主体となり、吹奏楽部の発表や生徒の発表、模擬店の開催など、PTAと生
徒たちで楽しい時間を過ごします。

三郷市立北中学校 048-952-5281
令和3・4年度教育課題推進研究発表会
開催

11月11日(金) ⑦研究発表・研修会 令和3・4年度、本校で推進してきた教育課題推進研究の発表会を実施しまし
た。

三郷市立北中学校 048-952-5281

全校共通道徳の実施 11月中旬 ⑪その他 全校で共通道徳を実施しました。「大きな木」という題材で、さまざまな価値
観について考えました。それぞれの価値観を大切にしようとする姿勢を学校全
体で共有しました。

三郷市立北中学校 048-952-5281

2年生職場訪問 11月16日(水) ⑧社会体験・奉仕活動等 ２年生はコロナ禍により職場体験学習の実施が困難なため、協力していただけ
る事業所へ事前に質問用紙を送り、当日直接話を聴かせていただく、という形
式で職業学習を行いました。

三郷市立栄中学校 048-952-1201

学校だより
ホームページ

毎月1回
定期的に更新 ○

⑥広報・学校だより等 生徒の活動や学校の様子を「栄中だより」として月１回紙面で、ホーム
ページではほぼ毎日更新しています。この時期には、「彩の国教育の
日」に関する特集を掲載します。

三郷市立栄中学校 048-952-1201

あいさつ運動 月・木・毎朝
○

⑧社会体験・奉仕活動等 月曜日は生徒会本部役員が、正門前であいさつ運動をします。育成会や
ＰＴＡ、ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰの皆さんは毎日栄中学校の正門であいさつ運動
を行っています。

三郷市立栄中学校 048-952-1201
合唱コンクール 11月19日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 吹奏楽部の発表・クラス合唱・学年合唱を三郷市文化会館で実施しまし

た。保護者は、1名のみの参観でお願いしました。

三郷市立栄中学校 048-952-1201

三郷市教育委員会委嘱研究委嘱発表会 10月26日(水) ⑦研究発表・研修会 学力向上推進研究として全クラスの授業を市内の先生方に公開した。授
業について指導をいただくことで、教職員の指導力の向上を目指しま
す。

三郷市立栄中学校 048-952-1201

３年三者面談 11月4日(金)～11日
(金) ○

⑩相談・三者面談等 生徒と保護者・教師の三者で進路指導・キャリア教育のねらいの達成の
ため、進路の方向性を確認したり、日常の学習・生活に対しての課題解
決策をさぐる機会とします。

三郷市立栄中学校 048-952-1201

薬物乱用防止教室 11月28日(月) ①講座・講演会等 地域青少年育成会との合同開催はできなかったが、各学級・各学年単位
で、動画とプレゼンデータを活用し、教職員が発達段階に応じた薬物乱
用防止教室を実践した。



三郷市立彦成中学校 048-957-1201

学校だよりの発行・ＨＰ公開 10月3日（月）11月1
日（月） ○

⑥広報・学校だより等 毎月１回発行の学校だよりで「彩の国教育の日」に関連した記事を掲載
しました。また、毎日ホームページを更新する中で、教育の日・週間に
ちなんだ話題を盛り込みました。

三郷市立彦成中学校 048-957-1201

進路セミナー 10月24日(月) ①講座・講演会等 高校受検(験)や就職までの日程や仕組みの解説、選択方法などについ
て、進路指導主事が中心となって説明し、家庭での話し合いにつながる
よう実施しました。生徒・保護者が一緒に学ぶ時間としました。

三郷市立彦成中学校 048-957-1201

教育相談週間 11月7日(月)～17日
(木) ○

⑩相談・三者面談等 全校生徒対象に、保護者を交えた三者面談を実施しました。そこで、一
人ひとりの生徒の確かな成長を確認し、今後のさらなる成長に向けての
話し合いをもちました。

三郷市立彦成中学校 048-957-1201

音楽祭 11月2日（水）
○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 音楽部の金管楽器演奏、特別支援学級のハンドベル演奏、各学級の合唱
を録画し、その動画を全校で鑑賞しました。また、各学年保護者会で、
音楽祭動画の鑑賞会も実施しました。

三郷市立彦糸中学校 048-957-1215

三者面談（3年生）・二者面談(1・2年
生)

11月8日(火)～11月
15日(火)

⑩相談・三者面談等 ３年生は生徒・保護者・教師の三者で、生徒の学校や家庭での生活を振
り返り、また卒業後の進路決定に向けて話し合いました。１・２年生は
二者面談を中心に行いました。

三郷市立彦糸中学校 048-957-1215
PTA資源回収 10月8日(土) ⑧社会体験・奉仕活動等 PTA役員の方々と部活動生徒、教職員が協力し、資源回収を実施しまし

た。

三郷市立彦糸中学校 048-957-1215

学校だよりの発行・ホームページの更
新

10月上旬、11月上旬
(通年) 〇

⑥広報・学校だより等 毎月、学校教育活動をまとめた「彦糸中学校だより」を発行し、学校の
様子を紹介しています。ＨＰを定期的に更新し、授業や行事への取組に
ついて発信しています。

三郷市立彦糸中学校 048-957-1215

運動会 10月15日(土) ⑤運動会・持久走大会等 規模を縮小し運動会を開催しました。種目は、全校対抗大縄跳び、クラ
ス全員リレー、綱引き、選抜リレーを行いました。保護者にも参観して
いただきました。

三郷市立彦糸中学校 048-957-1215

三者面談（3年生）・二者面談(1・2年
生)

10月31日(月)～11月
17日(木) ○

⑩相談・三者面談等 ３年生は生徒・保護者・教師の三者で、生徒の学校や家庭での生活を振
り返り、また卒業後の進路決定に向けて話し合いました。１・２年生は
二者面談を中心に行いました。

三郷市立彦糸中学校 048-957-1215

糸中祭 11月5日(土)
○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 クラス合唱、地域貢献部(和太鼓・フラダンス）の発表、吹奏楽部の発表
を行いました。保護者は学年ごとに入れ替えて参観していただきまし
た。

三郷市立彦糸中学校 048-957-1215
令和3・4年度小中連携教育推進研究発
表会開催

11月11日(金) ⑦研究発表・研修会 令和3・4年度、彦郷小学校とともに推進してきた小中連携推進研究の発
表会を実施しました。

三郷市立彦糸中学校 048-957-1215

2年生職場インタビュー 11月21日(月)
11月22日(火)

⑧社会体験・奉仕活動等 ２年生はコロナ禍により職場体験学習の実施が困難なため、協力してい
ただける事業所に職場インタビューというかたちで出向き、職業学習を
行った。

三郷市立前川中学校 048-953-4401

学校だよりの発行・ホームページの更
新

10月上旬
11月上旬 〇

⑥広報・学校だより等 毎月、学校教育活動をまとめた「前川中だより」を発行し、学校の様子
を紹介しています。１１月号には彩の国教育の日に関する事項を掲載し
ました。

三郷市立前川中学校 048-953-4401
全校合唱祭 10月22日(土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 体育館では学年ごとに保護者を案内して発表を御行い、他の学年はリ

モートにて教室で鑑賞します。

三郷市立前川中学校 048-953-4401
教育相談 11月上旬

○
⑩相談・三者面談等 生徒、保護者、教師の三者面談を実施し、進路、日常の家庭学習の取組

やこれからの学校生活について話します。

三郷市立前川中学校 048-953-4401
前川中学校区小中合同ごみゼロ活動 11月9日（水） ⑧社会体験・奉仕活動等 戸ヶ崎小・前谷小・吹上小と合同で、地域のゴミ拾いを行います。



三郷市立前川中学校 048-953-4401

校長講話 11月7日（月）
○

①講座・講演会等 著名人のエピソードを通し、生き方を考える。自分を変えるのは自分。
より良い生き方を目指すためにできることについて、校長が講話を行っ
た。

三郷市立前川中学校 048-953-4401
進路セミナー 11月28日(月) ①講座・講演会等 ３年生、保護者が参加して、中学校卒業までの学校生活についての説明

を聞きます。また、上級学校の受験方法などの確認を行います。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231

早中フェスティバル 10月15日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を講じながら、３年ぶりに
実施いたしました。生徒の発表や保護者の出店など、大きな賑わいを見
せました。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231
学校参観週間 10月17日(月)～21日

(金)

②授業公開・懇談会等 各学級を出席番号で分け、１週間にわたって授業公開を実施しました。
普段の学級の様子を見ていただきましあ。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231

令和4年度三郷市教育委員会委嘱体力向
上推進研究発表会

10月26日(水) ⑦研究発表・研修会 令和４年度三郷市教育委員会からの研究委嘱を受けて取り組んだ体力向
上について、体力向上、生活、メンタルヘルスの３点から研究を進め、
発表しました。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231

合唱祭 11月1日（火）
○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 感染防止対策のもと、三郷市文化会館大ホールにおいて全学年一堂に会
して実施をしました。ホールならではの発表の醍醐味を体感することが
できました。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231
学年別校内駅伝大会 11月4日（金）

○
⑤運動会・持久走大会等 新型コロナ感染症拡大防止策をとりながら、体育的行事としてクラス対

抗の駅伝大会を実施しました。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231

花植え・除草作業 11月5日(土)
○

⑧社会体験・奉仕活動等 PTA活動の一環として、申し込みのあった保護者、生徒、PTAの環境整備
委員会の方々と、学校の除草作業やプランターの花の植え替えを行いま
した。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231
３年三者面談 11月7日(月)～18日

（金）
〇

⑩相談・三者面談等 生徒・保護者・担任の三者で、生徒の学校や家庭での生活を振り返り、
また卒業後の進路決定に向けて、話し合う機会としてます。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231

オリンピックパラリンピック講演会 11月11日(金) ⑪その他 本校卒業生のオリンピアン、髙橋萌木子さんをお招きし、どのようにし
て目標に向かっていったか、どのような努力をされたかなど、大変分か
りやすくお話しいただきました。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231

文化芸術巡回公演事業 10月28日(金)
11月28日(月)

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 落語系術協会の方をお招きし、初日はワークショップを行いました。２
日目は、落語を聞いたり、生徒が落語等を体験したりして、落語の文化
に触れることができました。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231

2年生職場インタビュー 11月30日(水) ⑧社会体験・奉仕活動等 ２年生が職業学習の一環として取り組みました。例年通りの３日間の職
場体験学習の実施が困難なため、協力していただける事業所に職場イン
タビューを実施しました。

三郷市立早稲田中学校 048-958-1231
学校だよりの発行
ホームページの更新

毎月・毎日
〇

⑥広報・学校だより等 毎月発行の「学校だより」、毎日更新の「早稲田中ホームページ」にて
日頃の教育活動の様子を伝えています。

三郷市立瑞穂中学校 048-957-3355

学校だよりの発行
ホームページの更新

毎月・毎日
〇

⑥広報・学校だより等 毎月発行の「風見鶏」、毎日更新の「瑞穂中ホームページ」にて日頃の
教育活動の様子を伝えたり、「彩の国教育の日」にちなんだ本校の取組
を紹介します。

三郷市立瑞穂中学校 048-957-3355
合唱祭 10月26日(水) ②授業公開・懇談会等 合唱の取組を通して、作り上げた合唱を保護者や全校生徒の前で披露し

た。

三郷市立瑞穂中学校 048-957-3355

瑞穂祭 11月5日(土)
○

⑨交流事業 ＰＴＡが主催となって、バザーを行いました。各種ゲームに対し、ボラ
ンティアとして生徒が参加している。地域、学校が一体となった行事に
なりました。

三郷市立瑞穂中学校 048-957-3355
教育(進路)相談 11月9日(水)～18日

(金)

⑩相談・三者面談等 三者（生徒と保護者・教師）で進路指導・キャリア教育のねらい達成のため、将来の進路の方向
性や卒業後の具体的進路を確認したり、日常の学習・生活に対しての課題解決策や向上策を講じ
る機会とします。



三郷市立瑞穂中学校 048-957-3355

進路セミナー 10月20日(木) ①講座・講演会等 高校受検(験)や就職までの日程や仕組みの解説、選択方法などについ
て、進路指導主事が中心となって説明し、家庭での話し合いにつながる
よう実施しました。生徒・保護者が一緒に学ぶ時間としました。

三郷市立瑞穂中学校 048-957-3355

教育(進路)相談 11月7日(月)～17日
(木) ○

⑩相談・三者面談等 生徒と保護者・教師の三者で進路指導・キャリア教育のねらいの達成の
ため、進路の方向性を確認したり、日常の学習・生活に対しての課題解
決策をさぐる機会とします。


