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長瀞町立長瀞第二小学校学校だより 

   ひのくち                         

平成３０年１２月２１日・№１０  

家庭学習のすすめ 

 

長瀞町立長瀞第二小学校長 石 原   明 

 

毎朝教卓の上には、子供たちが提出した自主学習ノートがうずたかく積まれています。その高さを見て、

担任もうれしい悲鳴を上げています。「家庭学習力が高い子供は学力が高い」と言われています。学力の高い

子供には、次のような特徴が見られるそうです。 

１ マンガ以外のいろいろな種類の本を読んでいる。 

２ 毎日決まった時刻に寝起きするなど生活のリズムが確立している。 

３ やり遂げる目標を持って学習している。 

４ 社会の動きに関心を持っている。 

５ 難しいことでも自分から進んで学習している。 

６ 得意分野をさらに伸ばすための自主的な学習を行っている。 

７ 自分の将来の進路とのかかわりで学習することの意義を見いだしている。 

 このような子供なら、学力が高くなるのもわかります。家庭学習の進め方のヒントになると思います。ご

家庭では、お子さんのノートの点検を行っていただき、がんばりを認めてあげることをお願いします。高学

年になれば自分自身で点検もできますが、低学年のうちはご家庭で一緒に点検していただくことにより意欲

がわきます。家庭学習の習慣は、学校の力だけでは十分身につきません。まさに、家庭の力によるところが

大きいのです。ご協力をよろしくお願いします。 

 いよいよ明日から冬休みです。１７日間のお休みですが、年末年始の慌ただしさの中であっという間に終

わってしまいそうです。そこで、あまり欲張らず「これだけは！」という計画を立て、やり通したという実

感を味わうことが大切だと思いますので、子供たちにアドバイスをお願いします。また、家族の一員として

家の仕事も役割を決めて、ぜひ毎日実行させてください。また、１年を振り返り新しい年に向けて、決意や

目標を決めることも冬休みにぜひやってほしいことです。どうぞ、よいお年をお迎えください。 

 

交通事故に遭わないよう気をつけましょう 
冬休みは、とかく気がゆるみがちです。交通事故を防ぎ、安全で楽しい生活が送れるよう、家庭においても

十分御配慮ください。 
  ● 交通ルールを守る  

・急な飛び出しをしない（特に車の前後） ・交差点などでは一度止まって左右の確認をする  
・歩道や右側を一列で歩く など 

 ● 自転車乗りに気をつける  
・一時停止を必ずする ・スピードを出しすぎない   
・信号を守る ・左右の確認をする ・左側を走る ・決められた場所で乗る 
・歩行者に対して思いやりをもった運転をする など 

 ● だれと、どこで、何時まで遊ぶか、家の人に話す 
 ◎ 安全確認は、自分の目と耳で確実におこなうよう、常に声かけをお願いします。 

学校から配布される「冬

休みの過ごし方」をよく

お読みください。 

交通事故防止５つの行動 

「もしかして」「とまる」「みる」「まつ」「たしかめる」 



 

グランドゴルフ体験 
１１月２１日（水）、グランドゴルフのボランティアの方々にご指導いただき、 
アウトドアクラブの児童がグランドゴルフの体験を行いました。初めのうちは、 
思った方向にボールが転がらずに戸惑っていましたが、アドバイスをいただきな 
がらプレーを重ねるうちに、ホールインワンも飛び出しました。ボランティアの 
方々との楽しいひとときを過ごすことができました。大変ありがとうございまし 
た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５・６年総合学習 残したい地域の伝統文化 
５・６年生は、総合学習で「残したい地域の伝統文化」についての学習をして 

います。１１月は、岩田神楽団の皆様にご指導いただき、地域の伝統芸能である 
岩田神楽の体験を行いました。１２月は、澤野拓美さんにご案内いただき、地域 
の文化財等の現地見学を行いました。１回目は、校区内を見下ろす仲山城跡、２ 
回目は岩田地区の地名の由来となった「岩田の大石」等を見学しました。 
地域の伝統文化や文化財の学習を通して、子供たちが自分たちの住んでいる地 

域に誇りを持ち、郷土への愛着を深めたことと思います。指導者の皆様、ありが 
とうございました。 
 

１月の行事予定 

 8 日（火）始業式、特 3、一斉下校(11:15) 

      ＰＴＡ新年会 

 9 日（水）競書会、給食開始、短４、1 年発育測定、

一斉下校(13:50) 

１０日（木）スマイルあいさつ、2年発育測定 

１１日（金）スマイルあいさつ、校内書きぞめ展① 

      3年発育測定、書きぞめ選手練習① 

１５日（火）Ｐ登校指導、校内書きぞめ展②、 

      朝会（講話）、4 年発育測定 

書きぞめ選手練習② 

１６日（水）5年発育測定、委員会 

書きぞめ選手練習③ 

１７日（木）6年発育測定 

１８日（金）薬物乱用防止教室（6年） 

19 日(土)・20日(日)秩父地区書きぞめ展(横瀬小) 

２０日（日）長瀞町かるた大会（長瀞町中央公民館） 

２１日（月）読み聞かせ、一斉下校(14:50) 

２２日（火）音楽朝会 

２３日（水）クラブ 

２４日（木）縦割り班遊び、教育相談日 

２５日（金）長瀞中学校入学説明会 

26 日(土)・27日(日) 

小中学校児童生徒美術展秩父地区展(吉田取方体育館) 

２８日（月）読み聞かせ､一斉下校(14:50) 

２９日（火）児童集会（体育委員会） 

３０日（水）クラブ 

３１日（木）５時間授業、一斉下校(14:50) 

○きまりを守り、規則正しい生活をおくろう。 

○安全で事故のない生活をおくろう。 

○３学期に備えて学習などの準備をしよう。 

４年校外学習 
 １１月３０日（金）に、４年生が社会科の校外学
習で、川越市と小川町方面へ出かけてきました。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。 

 

６年校外学習 
 １１月３０日（金）に、６年生が社会科の学習の
一環として、東京方面へ校外学習に出かけました。 
羽田税関、江戸東京博物館、国会議事堂を見学し、
安全を守る税関の働きや東京の移り変わり、日本の
政治のしくみについて学びました。 



校内持久走大会結果 
 １１月２８日（水）に、校内持久走大会が行われました。１０月から、体育の時間や体育朝会、休み時間な
どに持久走に取り組み、体力を高めてきました。当日は、たくさんの保護者の方にも声援をいただき、児童は
練習してきた成果を存分に発揮することができました。ご声援、ありがとうございました。 

 

男子 大澤広笑さん、瀧上将輝さん、古川心さんは、大会新記録でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

女子 吉田伶さん、中村結那さん、浅見心映さん、添田芽生さん、矢内杏樹さんは、大会新記録でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月１１日（火）に給食感謝集会を行いました。 
いつも食べている給食が生産者から始まり、たくさん 
の人によって作られ、運ばれてくることを知り、感謝 
の気持ちを持つことができるようにすることが取組の 
ねらいです。集会では、栄養教諭の日野先生から、給 
食がどのように作られているかお話しいただいた後、 
保健給食委員会の児童が給食に関係した楽しいクイズ 
を出題してくれました。給食の時間には、給食に携わ 
っている方々と楽しく会食をしました。 

 

 

 

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

瀧上　宙星 大澤　広笑 瀧上　航平 板橋　蒼空 瀧上　剛史 中村　柊斗

２分３８秒６５ ２分１１秒５７ ３分１１秒６１ ３分１４秒４９ ３分３３秒７５ ３分４３秒４８

雨宮　應 瀧上　将輝 山中　結翔 新舩　大芽 武井　翔 野口　流維

２分４７秒４９ ２分１５秒４５ ３分１４秒７０ ３分２６秒０６ ３分４８秒８８ ３分４７秒５１

野原　遊義 古川　心 野村　侑生 野口　詠 雨宮　潤 武井　翼

２分５１秒６１ ２分１６秒４０ ３分１５秒４０ ３分３１秒６２ ４分５秒６０ ３分４９秒３８

1位

2位

3位

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

吉田　伶 浅見　心映 添田　芽生 林　茉咲 髙橋　理緒 飯野　心咲

２分４２秒４９ ２分３９秒４６ ３分３２秒０３ ３分２４秒０９ ４分１０秒５０ ４分９秒３８

中村　結那 飯野　花恋 矢内　杏樹 田島　璃乃 浅見　心咲 野原　紗耶

２分５３秒２５ ２分４４秒３１ ３分３２秒２０ ３分３９秒８７ ４分２４秒６０ ４分２１秒４３

中村　愛那 武井　莉子 今井　鈴奈 田村　那津 新井　妃菜音

３分４秒７９ ２分４７秒２２ ３分３８秒４０ ４分２７秒４５ ４分２３秒２８
3位

1位

2位

秩父広域市町村圏組合が募集した第２３回ゴミの減量化に関する標語コンクールで、４年生の野口詠さん

の作品が佳作に選ばれました。おめでとうございます。 



 

 

 12 月３日（月）から７日（金）まで、人権週間として、児童一人一人の人権意識を高め、自他を大切にす
る態度を育てるための取組を行いました。 

人権講話 
 ４日（火）は、朝会で人権についての校長 
講話が行われました。 
講話では、いじめを題材にした作文が紹介 

され、子供たちは登場人物の気持ちを想像し 
ながら真剣に話を聞いていました。最後に、 
校長先生から「わたしも大切、あなたも大切」 
という話がありました。自分を大切にするの 
と同じように、周りの人も大切にできる人に 
なってほしいと思います。 
 

「キラキラ☆
ぼし

」の取組 

 1 日をふり返り、よい言動や思いやりのある言動を、星の形のカ 
ードに書いて、学級ごとに貼っていく「キラキラ☆」の取組を行い 
ました。 
カードには、「○○さんがそうじをがんばっていました」「泣いて 

いるときに『大丈夫？』と言ってくれました」「いつも元気で、１年 
生ともよく遊んであげています」など、友達のよいところやがんば 
っていることがたくさん書かれていました。 
 これからも、「キラキラ☆」がたくさん増えて、長瀞第二小学校に 
よりいっそう優しさがあふれるとよいと思います。 

人権標語の発表 
 全校で人権標語に取り組みました。その中で、優秀作品に選ばれた標語の発表を、1８日（火）の朝会で行
いました。今回は、その作品を紹介します。なお、これらの作品は、廊下に掲示されます。 

○わかってる でもちゃんとことばで つたえよう  （１年 石上 慶人さん） 
○見つけたよ 君の良いとこ 好きなとこ      （１年 武井 絆乃さん） 
○みのがさない ちいさなサイン いじめなし    （１年 野村 千愛さん） 
○ぜんいんで えがおの毎日 つくりたい      （２年 大澤 広笑さん） 
○すてきだね 一人一人の もつこせい       （２年 野村 優心さん） 
○また明日 えがおで会おうね 学校で       （２年 横山 泰基さん） 
○どうしたの ちいさなサインも みのがさない   （３年 金森 陽大さん） 
○言葉にも 赤信号が あるんだよ         （３年 添田 芽生さん） 
○友達の いいとこさがして イジメぜろ      （３年 山中 結翔さん） 
○笑顔でね 優しい心 かがやくよ         （４年 中村 洸斗さん） 
○友だちは ぼくの最高の たからもの       （４年 野口  詠さん） 
○いやなこと こころのきずは 消えないよ     （４年 村田 琉介さん） 
○やさしさを ふみ出す一歩 わたしから      （５年 浅見 心咲さん） 
○咲かせよう あふれるほどの 笑顔の花を     （５年 添田 茉央さん） 
○いろんな気持ち 声に出して 伝えよう      （５年 瀧上 剛史さん） 
○つなげよう やさしい気持ちと 思いやり     （６年 井上 菜々さん） 
○ありがとう 笑顔のバトン つなげよう      （６年 井上  晃さん） 
○だめだよと ゆう気を出して 言ってみよう    （６年 熊木 柚実さん） 
  


