
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

長瀞町立長瀞第二小学校学校だより 

   ひのくち                         

平成３０年１１月１日・№８ 

   学校・家庭・地域の連携 彩の国教育週間 

 

長瀞町立長瀞第二小学校長 石 原   明 

 

朝晩が、寒くなってきました。学校のまわりの山々も色づき始め、秋の深まりが感じられるよう

になりました。１０月にはたくさんの行事がありましたが、なかでも仲よし体育祭での５・６年生

の活躍は、とても素晴らしいものでした。開閉会式への参加態度、仲間への応援、そして何より競

技に本気で取り組む姿勢、どれをとっても長瀞第二小学校高学年としての確かな成長を感じること

ができました。「練習は裏切らない」、まさにその通りでした。 

 さて、戦国時代の武将、毛利 元就（もうり もとなり）の逸話に「三本の矢」という話があり

ます。『ある時、元就は三人の息子を枕元に呼びつけ、一本の矢を折るよう命じました。三人の息

子は、すぐに折ってみせました。次に一本の矢を三本に重ねた状態で折るよう命じました。息子た

ちは勢いよく力を入れましたが、子供たち一人一人の力では折れませんでした。元就は、一本の矢

では、簡単に折れてしまう＝一人の力ではとても脆い。では、三本の矢なら、中々折れない＝三人

の力を合わせれば、どんな困難でも立ち向かえる、強固な絆が生まれる。』という教えです。 

 学校・家庭・地域の絆は、正に「三本の矢」でなければならないと考えます。学校・家庭・地域

の強い結びつきが、子供たちの健全な育成の基になると言えます。 

 １１月１日は彩の国教育の日、１日から７日までは彩の国教育週間となり、「子どもまつり」を

はじめ、本校でも様々な取組を行います。この機会に保護者や地域の皆様に学校の教育活動をご理

解いただき、学校・家庭・地域の絆がさらに深まればよいと考えます。大勢の皆様のご来校をお待

ちしています。 

 

 

平成３０年度 長瀞町子ども会秋季球技（ドッヂビー）大会 
 １０月１３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 A チームが準優勝、 
低学年の部で二小 C チームが 3 位に入賞しま 
した。  

秩父地区ＰＴＡ広報紙コンクール 優秀賞受賞 
  9 月１９日（水）に、秩父市の福祉女性会館にて、平成３０年度秩父地区ＰＴＡ広報誌コンク
ール審査会が開かれ、本校のＰＴＡ広報紙「ひのくち」が見事、昨年度に引き続き、優秀賞に選
ばれました。 

  広報紙の作成に携わった皆様、ありがとうございました。今後も、充実した広報紙作りに向け
て、よろしくお願いします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（木）教育の日、教育週間(11/1～7)、 

      学校公開、校内絵画展 

 ２日（金）学校公開、体力テスト、 

      音楽朝会(6年発表) 

 5 日（月）学校公開、読み聞かせ、 

一斉下校(14:50) 

 6 日（火）学校公開、朝会(講話) 

 7 日（水）学校公開、音楽鑑賞会、委員会 

 8 日（木）秩父地区音楽会 

 9 日（金）あいさつ声かけ運動、 

スマイルあいさつ 

１０日（土）学校公開、特３、子どもまつり、 

      一斉下校(11:15) 

１２日（月）スマイルあいさつ、一斉下校(14:50)    

１３日（火）児童集会(図書委員会)、理科出前授業 

１５日（木）P登校指導、５年校外学習 

１９日（月）読み聞かせ、一斉下校(14:50) 

２０日（火）庭木の剪定 

２１日（水）クラブ、 

グラウンドゴルフ体験（スポーツクラブ） 

２２日（木）授業参観･懇談会（全）、 

      学校評議員会 

２６日（月）朝読書、一斉下校(14:50) 

２７日（火）表彰朝会 

２８日（水）持久走大会、クラブ 

２９日（木）持久走大会予備日、教育相談日、 

      縦割り班遊び 

３０日（金）４年校外学習 

平成３０年度（第７１回）秩父地区小学校 仲よし体育祭（皆野会場）の結果 
１００m 走（女子） ２位 飯野 心咲さん（１５．３５秒） 
１０００ｍ走（男子） １位 瀧上 剛史さん（3 分 3２秒）、２位 井上  晃さん（3 分３９秒） 
走り幅跳び（男子） １位 村田 響佑さん（３５４ｃｍ） 
走り幅跳び（女子） １位 野原 紗耶さん（３３２ｃｍ） 
走り高跳び（男子） １位 野口 流維さん（１２２ｃｍ）、3 位 吉田  壮さん（１１２ｃｍ） 
          5位 野村 一斗さん、金森 隆樹さん、雨宮  潤さん（１００ｃｍ）  
走り高跳び（女子） ５位 櫻井  晶さん（１０７ｃｍ） 
ボール投げ（男子）  ５位 中畝 崇太さん（2１.６2m） 
ボール投げ（女子） ４位 戸田  桜さん（１６．４５ｍ）、６位 熊木 柚実さん（１４．７８ｍ） 
400m ﾘﾚｰ（男子）  ２位（1 分 01 秒 9４） 

〈中村柊斗さん、野口流維さん、村田響佑さん、瀧上剛史さん〉 
400m ﾘﾚｰ（女子）  ３位（1 分 0７秒１７） 

〈飯野心咲さん、野原紗耶さん、添田茉央さん、田村那津さん〉 

 

 

第６５回学校歯科保健コンクール秩父地区審査会 優秀校 

 ９月１３日（木）に、秩父地区学校保健会による、標記コンクールの秩父地区 
審査会が行われ、審査の結果、本校は優秀校に選ばれました。学校歯科医の先生 
のご指導のもと、ご家庭に協力いただきながら、取り組んできた成果だと思いま 
す。 
 現在、本校の虫歯治療率は９０％です。学校では今後も引き続き、歯の大切さ 
と歯みがきの仕方について指導をしていきます。ご家庭でも、歯みがきが習慣化 
するよう声かけをお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 １０月１日（月）、名栗げんきプラザの濱中先生に指導者とし 

ておいていただき、４年生と６年生が天体の学習をしました。望 

遠鏡で月や太陽の黒点を観測した後、４年生は月の観察と記録の 

仕方を学習しました。６年生は、模型を使って月の満ち欠けの仕 

組みを学習しました。 

 

 

 １０月３日（水）、１年生と２年生が校舎裏のひょうたんの収穫を体験し 

ました。このひょうたんは、浅見 優さん が長瀞第二小学校の児童のため 

に栽培してくださったもので、子供たちはたくさん実ったひょうたんの実に 

手を伸ばし、歓声を上げながら収穫の喜びを味わっていました。 

 収穫したひょうたんの実は、浅見さんが中身をきれいにくりぬいて、乾燥 

させてくださっています。後日、乾燥したひょうたんの実に１，２年生の児 

童が絵の具で色つけをして楽しみます。 

◎埼玉県科学教育振興展覧会秩父地区展 
優秀賞：瀧上 剛史さん（５年）、瀧上 将輝さん（２年）「鍾乳洞のひみつ」 

優秀賞：熊谷 湊斗さん（２年）「かみひこうきについて」 

優良賞：村田 響佑さん（６年）「塩のはたらき」 

優良賞：野村 一斗さん（６年）「メントス・コーラ」 

優良賞：雨宮  潤さん（５年）「バットにボールが当たる角度とボールの飛きょりの研究」 

優良賞：今井 悠月さん（５年）「バナナの皮の変わり方と色々な保存方法」 

優良賞：村田 琉介さん（４年）「ヤモリの観察」 

◎秩父地区社会科展 
特 選：熊木 柚実さん（６年）「身近な人の戦争体験」 

入 選：沢野まどかさん（６年）「すごいぜ埼玉古墳群」 

入 選：横山 結菜さん（５年）「秩父４ダム（浦山ダム･滝沢ダム･合角ダム･二瀬ダム）の調査について」 

◎郷土を描く美術展秩父地区展 
特 選：野村 優心さん（２年）「ぼくがそだてたミニトマト大きくなってうちゅうまで」 

入 選：金森 陽人さん（３年）「ごくらくホウセンカで遊ぶぼくたち」 

◎読書感想文コンクール 
特 選：野村 優心さん（２年）「やさしい気もち」 

入 選：野村 一斗さん（６年）「修学旅行をやめないと自殺する」 

入 選：髙橋 理緒さん（５年）「『奮闘するたすく』を読んで」 

入 選：林  茉咲さん（４年）「『ねだんのつかない子犬きららのいのち』を読んで」 

入 選：金森 陽大さん（３年）「めいちゃんの５００円玉」 

入 選：瀧上 宙星さん（１年）「『はん日むら』をよんで」 

◎児童生徒発明創意工夫展 
優良賞：小林 優雅さん（５年）「かぎかけを作ってみた」 

優良賞：櫻井  晶さん（５年）「いらなくなった物をリメイクしよう」 

 

 

◎人権作文 
佳 作：新井妃菜音さん（６年）「住みやすい世の中へ」 

佳 作：田島 璃乃さん（４年）「トゲトゲ言葉、ぽかぽか言葉」 

佳 作：野村 優心さん（２年）「ぼくのおじいちゃん」 

 

 



 

 

 

 １０月４日（木）、１･２年生が宝登山へ校外学習に出かけました。 

行きは、宝登山まで歩いて登りました。全員が最後まで元気に登り切 

って、山頂でおいしいお弁当を食べました。宝登山動物園では、楽し 

く動物たちとふれあいました。 

 

 

 

 １０月５日（金）、３年生が社会科の校外学習に出かけました。 

見学先は、秩父総合卸売り市場、秩父消防本部、浦山ダム、秩父 

フルーツファーム、フジマートの５か所でした。それぞれの見学 

場所で、ていねいに説明をしていただいたり、ふだん見られない 

場所を見学させてもらったりして、とても興味深く学習ができま 

した。 

 

  

 １０月１１日（木）、野原 毅さん の田んぼで５年生が稲刈り 

の体験をさせていただきました。６月に田植えをした苗を野原さん 

が手入れをしてくださり、稲穂がたわわに実を付けていました。児 

童は、稲を刈った後に稲わらで束ねるやり方を野原さんから教わり、 

慣れない手つきながら、真剣に稲刈りを体験していました。 

 刈り取った稲は、１２月まで体育館の２階で干した後、脱穀･精米 

して、５年生が調理実習で炊いて試食します。  

 

 

 

  

 

 

 

 

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 
埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んでいます。 

 いじめに遭ったり、気が付いたりしたら、一人で悩まず御相談ください。 

【電話相談窓口】４ 

○ よい子の電話教育相談（２４時間３６５日対応） 

１８歳以下の子供専用（無料）＃７３００ 又は ０１２０－８６－３１９２ 

保護者専用 ０４８－５５６－０８７４ 

Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp         

 いじめメール相談フォーム（右のコードから入れます） 

○ ヤングテレホンコーナー（埼玉県警察少年サポートセンター） 

（月～土／祝日・年末年始を除く８時３０分から１７時１５分） 

０４８－８６１－１１５２ 

○ 子どもスマイルネット（毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時） 

０４８－８２２－７００７ 

○ 埼玉いのちの電話（２４時間３６５日対応） 

  ０４８－６４５－４３４３ 

○ さいたまチャイルドライン（毎日／年末年始を除く １６時～２１時） 

１８歳以下の子ども専用（無料）０１２０－９９－７７７７ 

○ 埼玉県こころの電話〔精神保健やこころの悩みに関する相談〕 

（平日／土・日・祝日・年末年始を除く ９時～１７時） 

０４８－７２３－１４４７ 

○ 子どもの人権１１０番  

※さいたま地方法務局人権擁護課所管（月～金／祝日・年末年始を除く８時３０分～１７時１５分） 

０１２０－００７－１１０ 

お問い合わせ 

埼玉県県民生活部青少年課 

TEL048-830-5858 

 

mailto:soudan@spec.ed.jp

