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♪秋の夕日に 照る山 もみじ～ ♪
朝の会が始まると、１階や２階の教室から、子どもたちの明るい歌声が聞こえてきます。各
学級の朝の会では、毎日、今月の歌を歌っていますが、１０月の歌は「もみじ」でした。校舎
に響き渡る歌声を聞きながら、季節を感じるとともに「歌で始まる朝はいいなあ」と改めて思
います。先日１７日の音楽朝会では、全員でこの歌を歌いました。歌のめあては「音の重なり
を感じて歌いましょう」です。５、６年生がアルト、１～４年生がソプラノを担当。繰り返し
歌う中で、子どもたちもめあてを感じながら、歌うことの楽しさを感じてくれたことと思いま
す。
１１月を迎え、長瀞町も、まさに歌のような季節を迎えます。子どもたちには深まりゆく長
瀞のすばらしい秋を、自然を五感で感じてほしいと思います。
さて、
「今年は紅葉が特にきれいだ」などという場合は、いくつかの条件があるようです。一
つは寒暖差の大きい日が続くこと。そしてもう一つは、晴れて光がよく葉に当たること。曇り
や雨の日では寒暖差は小さいので、まず、晴れの日があることが大事のようです。最低気温が
８℃以下になると紅葉が始まり、さらに５～６℃以下になるとぐっと進むと言われます。空気
中に適度な湿度があることなど、条件は他にもいろいろとあるようですが、不思議なのは、同
じ１本の木であっても紅葉の仕方はどの葉も同じということはなく、葉によって様々なことで
す。１本の同じ木なのだから、同じでもよさそうですが、決して同じということはありません。
同じ種類の木であっても、紅葉の仕方が違うのはいうまでもありません。一枚一枚の葉からす
れば、微妙に条件が違うことが影響しているようです。何はともあれ、様々な環境の条件が揃
って、より鮮やかな紅葉になることは間違いなさそうです。
２学期には、理科展や社会科展、読書感想文コンクール、郷土を描く美術展などが開催され、
本校の子どもたちもたくさんの賞をいただくことができました。夏休みにたくさんの時間をか
けながら、不思議に思ったことや興味を持ったことをきっかけに調べまとめた理科や社会科の
研究、本との出会いから読んで感じたことを綴った読書感想文、図工の時間に思いを込めて描
いた作品など、どの作品も子どもらしく、みずみずしい感性に溢れた大変すばらしいものばか
りです。仲よし体育祭に向けては、自分で選んだ種目で練習を積み重ね、自己記録を伸ばすこ
とができました。
木々が様々な環境の中で精一杯紅葉するように、子どもたちもまた、様々な出会いから興味
関心を広げ、一生懸命取り組む中で、自分のよさをさらに伸ばしてくれています。環境が人を
育てると言われます。これからも、保護者や地域の皆様のご協力をいただきながら、子どもた
ちにとって、よりより環境づくりをしていきたいと思います。そして、子どもたちが精一杯自
分のよさを伸ばすことができるようにしていきたいと思います。
２８日の子どもまつりでは、大勢の保護者･地域の皆様にお出かけいただき、子どもたちに
とって楽しいお祭りになりました。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願い
いたします。

赤い羽根募金小学生ボランティア
９月２９日（金）
、長瀞町岩田の「秩父イワサキ」
におじゃまし､赤い羽根募金のボランティア活動を
行いました。突然おじゃましましたが、笑顔で御協
力をいただき、ありがとうございました。
（5 年生 5 名参加）

１１月の生活目標

本をたくさん読みます

・1 日 15 分以上読書をします。 ・よい姿勢で学習をします。

１１月の行事予定
1 日（水）教育の日、教育週間（7 日まで）、
学校公開日、委員会
2 日（木）学校公開日、音楽朝会（音楽会出場
学年発表）
、新体力テスト、
PTA 中央役員会
3 日（金）文化の日
６日（月）学校公開日、読み聞かせ
７日（火）学校公開日、朝会（講話）
8 日（水）クラブ
9 日（木）秩父地区音楽会（6 年）
１０日（金）スマイルあいさつ、あいさつ声かけ
運動
１３日（月）スマイルあいさつ
１４日（火）県民の日

１５日（水）クラブ
１６日（木）５年校外学習
１７日（金）皆野･長瀞地区音楽会（３･４年）
１８日（土）第２回資源回収
２０日（月）読み聞かせ
２１日（火）児童集会（図書委員会）
２２日（水）クラブ
２３日（木）勤労感謝の日
２４日（金）授業参観･懇談会（全学年）、
学校評議員会
２８日（火）表彰朝会、庭木の剪定
２９日（水）持久走大会、クラブ
３０日（木）持久走大会予備日、５時間授業、
縦割り班遊び、教育相談日

秩父地区音楽会、皆野･長瀞地区音楽会のお知らせ
【６年生】秩父地区音楽会
期日 平成２９年１１月９日（木）
会場 秩父宮記念市民会館
【３･４年生】皆野･長瀞地区音楽会
期日 平成２９年１１月１７日（金）
会場 皆野町文化会館
※１１／２（木）の音楽朝会にて、練習成果を発表し
ます。学校公開日となっておりますので、参観され
る方は 8:20 までに体育館へお越しください。

１１月の学校公開のお知らせ
１日（水）学校公開（８：２０～１５：３０）
２日（木）学校公開（８：２０～１５：３０）
音楽朝会（８：２０～８ ：３ ５
新体力テスト
１･３･５年（９：４０～１０：２５）
２･４･６年（１０：４５～１１：３０）
６日（月）学校公開（８：２０～１５：３０）
新体力テスト予備日
７日（火）学校公開（８：２０～１５：３０）

平成２９年度（第７０回）秩父地区小学校 仲よし体育祭（皆野会場）の結果
１００m 走（男子）
１０００ｍ走（男子）
１０００ｍ走（女子）
走り幅跳び（男子）
走り幅跳び（女子）
走り高跳び（男子）
走り高跳び（女子）
ボール投げ（男子）
400m ﾘﾚｰ（男子）

３位 松本宗二郎さん（14.72 秒）
4 位 井上
晃さん（3 分 35 秒）、6 位 板橋 蒼太さん（3 分 44 秒）
1 位 河田 妃毬さん（3 分 43 秒）、6 位 飯野 心咲さん（4 分 14 秒）
2 位 村田 響佑さん（３３４ｃｍ）
2 位 田村 麻衣さん（３１６ｃｍ）、5 位 田島 優愛さん（２９４ｃｍ）
6 位 吉田
壮さん（１００ｃｍ）
6 位 瀧上早都佳さん（１０７ｃｍ）
２位 雨宮 秀朋さん（24.92m）、5 位 中村 柊斗さん（21.90ｍ）
3 位（1 分 01 秒 59）
〈中村柊斗さん、村田響佑さん、雨宮秀朋さん、松本宗二郎さん〉

◎埼玉県科学教育振興展覧会秩父地区展
優秀賞：樋口堅三郎さん（６年）
「世界で一番簡単な構造の電車を作る Part3」
優秀賞：今井 悠月さん（４年）「いろいろなめんののび方」
優秀賞：瀧上 剛史さん（４年）
「塩のひみつ」
優良賞：瀧上早都佳さん（６年）
「塩素のひみつ」
優良賞：石上 唯人さん（５年）
「雲と天気について」
優良賞：野村 一斗さん（５年）
「りんごのふしぎ」
優良賞：村田 琉介さん（３年）
「海のダンゴムシ」

◎秩父地区社会科展
特 選：熊木 柚実さん（５年）
「すてきな神社めぐり」
環境賞：田村 麻衣さん（６年）「下水道のひみつパート２」
田村 那津さん（４年）
入 選：新舩
陽さん（６年）
「ダムについて」
入 選：樋口堅三郎さん（６年）「記事のスクラップ BOOK―僕が夏休み中に考えた世の中の出来事－」
入 選：沢野まどかさん（５年）「秩父事件について」
入 選：雨宮
潤さん（４年）
「長瀞二小周辺の史跡めぐり」
入 選：髙橋 理緒さん（４年）
「かいこ→まゆ→きぬ→コースターへの体験」

◎郷土を描く美術展秩父地区展
特
特

選：瀧上 剛史さん（４年）
「不思議なヘチマの国」
選：高橋 奈吾さん（２年）
「羊をさわったよ」

◎第 14 回児童絵画作品コンクール
埼玉県教育委員会教育長賞(低学年の部)：野村 侑生さん(２年)

◎読書感想文コンクール
特
入

選：瀧上早都佳さん(６年)、野村 優心さん(１年)
選：野村 一斗さん(５年)、髙橋 理緒さん(４年)
田島 璃乃さん(３年)、添田 芽生さん(２年)

３年生以上の学年では、週に２時間「総合的な学習の時間」という時間があります。総合的な学習
の時間では、自分で課題を見つけ、その課題について探求する体験を通して、思考力や判断力、表現
力を育てることをねらいとしています。
３･４年生は「長瀞じまんをしよう」というテーマで、長瀞町のよさについて学習し、まとめる活
動をしています。
長瀞観光ガイドの坂上完二さんにご
指導いただいたり、現地に出かけた
りして、自慢できる長瀞町の魅力を
たくさん見つけました。

平成２９年度 長瀞町子ども会秋季球技（ドッヂビー）大会
１０月１４日（土）、長瀞町中央公民館で標記大会が開催されました。会場は大きな声援に包まれ、
白熱した試合が繰り広げられました。関係役員の皆様、お世話になりました。結果は、全学年の部
で、二小Ｂチームが見事 3 位に入賞しました。

１０／２（月） ５年生稲刈り体験
小坂地区の野原毅さんのご指導いただき、５年生が稲刈り体験をしました。６
月に植えた苗が大きく成長し、たくさんの実をつけていました。稲をかまで刈り
とり、刈り取った稲を束ねる体験をさせていただきました。刈り取った稲は、現
在、体育館の 2 階で乾燥させています。

１０／５（木） １･２年校外学習
１･２年生が校外学習で、秩父市の羊山公園に行ってきました。羊にえさをあげたり、
どんぐり拾いをしたり、アスレチックで遊んだり、楽しい思い出ができました。

１０／６（金） ３年校外学習
３年生が社会科の校外学習で、秩父総合卸売市場、秩父消防署、フジマート、みよし園
の見学に行ってきました。そこで働いている人たちから直接に話を聞くことができ、貴重
な学習の機会となりました。

１０／２０（金） ４年校外学習
４年生が社会科の校外学習で、川越市と小川町方面へ行ってきました。川越市では、博
物館やまつり会館の見学、菓子屋横町の散策を、小川町では、手すき和紙の体験を行いま
した。

