
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長瀞町立長瀞第二小学校学校だより 

   ひのくち                         

平成３０年４月９日・№１  

新年度を迎えて 
ご入学・ご進級おめでとうございます 

 

長瀞町立長瀞第二小学校長 石 原   明 

 

様々な花が咲きほこり、とても美しい季節をむかえました。保護者の皆様、お子様のご入学、そして

ご進級おめでとうございます。 

年度当初の人事異動により、２名の職員とともに着任いたしました。明治６年１２月創立の長瀞第二

小学校、本年度は創立１４５周年目を迎えます。そのような伝統のある長瀞第二小学校に勤務させてい

ただくことになり、大変うれしく光栄に感じております。保護者の皆様には前任校長同様よろしくお願

いいたします。 

新入生１４名をむかえ、全校児童７４名と教職員の新しい組織で、希望と期待のなかで平成３０年度

の長瀞第二小学校の教育活動が元気よく始まりました。 

５日には、６年生が新学期を迎えるための準備を進んで行ってくれました。限られた時間の中手際よ

く働く姿から、早くも最高学年としての自覚が感じられました。さすが６年生、大変頼もしく感じまし

た。 

今年度も、より質の高い学力の定着をめざし、教職員が協働して、地道に、誠実に、意欲的に様々な

実践を行ってまいります。今年度も変わらぬご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

 

６年生、お疲れ様でした！ 
 ４月５日（木）に新 6 年生が登校し、各教室掃除や入学式 
の準備など、新学期に向けての準備作業をしてくれました。 

最高学年としての責任を持って、一生懸命に作業する姿を見 
て、たのもしさを感じました。今年 1 年、長瀞第二小学校の 
リーダーとして、様々な場面で活躍してくれることを期待し 
ています。 

 本校では、今年度 1４名 
の新入生を迎えます。今年 
も、民生児童委員の方々か 
ら新入学児童への入学祝い 
品として、心のこもった手 
作りの「巾着袋」をいただ 
きました。 
ありがとうございました。 

 

 

 

サトイモの植え付けをしていただきました 
 4 月 4 日（水）、学校 
応援団の染野亘志さんと 
櫻井汪さんにサトイモの 
植え付けをしていただき 
ました。 
今年も、たくさんのサ 

トイモを収穫するのが楽 
しみです。 
 

  

 

 

お知らせ 
メール配信が今年度より新しいシステムに切り替わります。つきましては、本日お配りした「連絡用メー

ルアドレスの登録方法について」を参照し、ご登録くださいますようお願いします。 



 

 
 
■校長 石原 明  ■教頭 浅見 博美  ■教務主任 宮原 誠一 

■生徒指導主任 遠山 宗則  ■養護教諭・保健主事 浅見 博美  ■事務主事 田端 博幸      

■教育支援員 吉田 陽子・岡村 幸枝  ■校務員 飯島 宏美  ■ＡＬＴ スコット・タカイ 

１ 年 １ 組 嶋山 佳嵩 男子 ６名 女子 ８名 計 1４名 教室１階 
２ 年 １ 組 野坂 淳子 男子 ７名 女子 ４名 計１１名 教室１階 
３ 年 １ 組 柴岡 朱音 男子 ７名 女子 ４名 計１１名 教室２階 
４ 年 １ 組 吉田 泰子 男子 ５名 女子 ２名 計 ７名 教室２階 
５ 年 １ 組 吉田 紗貴 男子 ４名 女子 ９名 計１３名 教室２階 
６ 年 １ 組 遠山 宗則 男子１２名 女子 ６名 計１８名 教室２階 

 

 

 

 

 新しいお友だちの紹介 
  ４月から長瀞第二小学校に新しいお友だちが仲間入りしました。よろしくお願いします。 
   ２年生 浅見 心映（あざみ みはる）さん  皆野町立国神小学校より 

   ５年生 浅見 心咲（あざみ みさき）さん  皆野町立国神小学校より 

   ６年生 染野 佑太（そめの ゆうた）さん  本庄市立児玉小学校より 

 

 

 

４月の生活目標 
気持ちのよいあいさつをします  

生活や学習のきまりを守ります 

４月の行事予定 

９日（月）始業式、特別日課 3 時間（下校 11:15） 

     Ｐ登校指導 

１０日（火）入学式、特別日課 3時間（下校 11:15） 

１１日（水）給食開始、短縮 4 時間（下校 13：50） 

      あいさつ声かけ運動、記念撮影、 

      視力･聴力検査 

      PTA新旧中央役員会 

１２日（木）埼玉県学力・学習状況調査（４～６年） 

１３日（金）1 年生を迎える会、身体測定、 

1 年給食開始（一斉下校 14:50） 

１６日（月）避難訓練 

１７日（火）朝会（講話）、 

全国学力・学習状況調査（6 年） 

１８日（水）知能検査（２，５年）、委員会 

１９日（木）歯科健診 

２０日（金）授業参観・懇談会、Ｐ総会、Ｐ歓送迎会 

２３日（月）読み聞かせ①、尿検査（1 次） 

２５日（水）クラブ、PTA中央役員会 

２６日（木）縦割り班遠足、教育相談日① 

２７日（金）心臓検診（1年） 

２９日（日）みどりの日 

３０日（月）振替休日 

転出した職員 

千島 裕夫 校長 秩父市教育委員会へ 

転入した職員 
石 原  明 校 長 長瀞町立長瀞第一小学校より 

岡村 幸枝 支援員 長瀞町立長瀞第一小学校より 

下校時刻・一斉下校のお知らせ 
月曜日：１～６年生 14時 50 分（一斉下校） 
    ※６月のみ １・２年 14 時 20 分、3～6 年 15 時 15 分 
火曜日：１～３年生 14時 50 分、４～６年生 15 時 45 分 
水曜日：クラブの時 １～３年生 1４時 50 分、４～６年生 15 時 45 分 
    委員会の時 １～４年生 14時 50 分、５・６年生 15 時 45 分 
木曜日：１年生   14時 50 分、２～６年生 15 時 45 分 
金曜日：１・２年生 14時 50 分、３～６年生 15 時 45 分 

平成 32年度の外国語全
面実施に向けて、平成 30

年度は、3～6年生で外国語
の学習を昨年度より 19時
間増やして実施します。そ
れに伴い、3～6年生は、6

月の月曜日が 6時間授業に
なります。 

保護者の皆様へお知らせ  ～自転車保険加入義務化への対応について～ 
埼玉県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用者等の自転車損

害保険の加入が義務になります（平成３０年４月１日施行）。これは、近年自転車事故による高額賠償請

求事例が全国各地で散見されるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況にお

いて、自転車事故を起こした際の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図ることが目的です。 

本校では、２７年度より児童全員の保険加入（自転車事故による損害の補償も含む）を毎年行ってお

り、教育振興費から保険料を支出しております。今年度も例年どおり保険への加入を行う予定ですので、

お知らせいたします。 

 


