
 

   

  長瀞町立長瀞第一小学校 学校だより               

   人として輝く 

                    

 

語彙で心を豊かにする  校長 小菅恭青史 
毎朝、通学路をぶらぶら歩いています。 

もちろん、交通安全・登校指導の名目で子供たちや出会った人たちと挨拶をかわします。でも、

それだけではありません。地域の大先輩や美しいものとの出会いがあります。「総持寺」が武将、

畠山重忠をしのんで開基されたお寺だと教えていただいたり、小鳥のさえずりに耳を傾けながら、

栗の花の強い香りに「梅雨入り」を感じたりしながら、その日一日のやさしいスタートを切ってい

ます。先日、職員に『栗花落』と書いて何と読む？ と、尋ねました。誰一人知っている人はいま

せんでした。「栗の花が落ちるころ、つゆ入りするでしょう。だから、『つゆり』って読むんだよ。

実際、こういう名字の人もいるんだよ。」と言ったら、驚いていました。 

草の上をとことこ登っていく『てんとう虫』は、７月の季語で

す。漢字で書くと『天道虫』と書きます。なぜでしょう。それは、

てんとう虫を観察してみるとわかります。てんとう虫は、太陽に

向かって進み、枝葉の先端に来ると飛び立ちます。だから、天へ

の道を進む虫（『天道虫』）となったという説です。太陽のことを

「おてんとうさま」とも言いますよね。太陽の虫ということか

ら、幸運の虫とも呼ばれています。このように、ある事象をゆっ

くり考え、ゆっくり自分のものにしていくと、語彙は増え、穏やかな気持ちになります。 

ある朝、上級生に連れられて１年生の男児が、校長室を訪れました。自学ノートを見せに来たの

です。そこには、数字と平仮名が２ページにわたり練習してありました。「よく頑張ったね。また

頑張ろうね。」と言ってはみたものの、何かもの足りなさを感じ、「ちょっと待って。頑張ったから

ハンコを押してあげる。」と言って、押してあげました。すると、翌日、１通の手紙が届きました。

そこには、こう書いてありました。「赤が好き。青が好き。マリオが好き。校長先生が好き。」と。

感じたことを言葉にするって、人の心を豊かにしてくれますね。この児童に教えてもらいました。 

また、ある高校の文化祭でのこと。音楽部の発表曲の中で「高橋優さんの『福笑い』」が披露さ

れた時です。歌い始まって間もなくすると、いたるところから涙が…。泣きながら歌うなんて…、

してはいけないことと知りつつも、もらい泣きしてしまいました。その大きな要因の一つに歌詞が

あります。歌と言葉の力を感じた瞬間でした。10 日には本校の卒業生で、現在アメリカで活躍中

のピアニストを呼んでいます。過日の坂本

教諭・設樂教諭の生演奏に引き続き、本物

の音楽を、そして彼女の生き様を語ってい

ただきます。「ようこそ先輩！」楽しみに

していてください。 

♪ あなたが笑っていたら 僕も笑いたくなる 

 あなたが泣いていたら 僕も泣いてしまう 

… きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて 

 笑顔だと思う (^^♪ 

… 理屈ではないところで僕ら通じ合える … 

令和元年 7 月 １日  第４号 

～校 章【あおぎり】の意味～ 

「力強さ」と「仲むつまじさ」 



２年生 生活科町探検   ６/３ 
  生活科の学習で、岩畳商店街へ「どきどき わ

くわく まちたんけん」に出かけました。 

商店街の皆様には大変お世話になりました。 

２年生は、多くの活 

動で、インタビューや 

挨拶の仕方を学んでい 

きます。これからも、 

地域の方々にお世話に 

なります。 

 

 

 

  体力テスト   
５月から６月にかけ、 

自分の体力に関心を持た 
せ、取り組みました。 
体力は、生きる力の源 

です。運動遊びや生活の 
中で高まるものです。 
小学校のうちに、体を十分に動かし、基礎体力

を高めておきましょう。 

 

 

下校後の見守りのお願い 
学期末は、臨時日課等で、下校

時刻が早くなる日があります。 

放課後に子供たちが安全に過

ごせるよう、ご家庭や地域の

方々のご指導と見守りをお願い

します。 

不審者対応避難訓練  6/5 
秩父警察署員・長瀞交番のおまわりさんに指

導していただき、不審者が校内に侵入した場合
の対応・避難について訓練を行いました。 
職員が、子供たち 

を安全に避難させな 
がら、不審者を確保 
する訓練です。 
子供たちも、しっ 

かり避難することが 
できました。 

 

         

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ７月の生活目標 ○１学期のまとめをしっかりします。 
７月の主な行事予定             ・目標をもって課題に取り組みます。 

                       ・身のまわりの整理・整とん・そうじをします。   
１日（月） 朝学習、通学班下校(14:55) 
２日（火） 音楽朝会 
３日（水） 読み聞かせ、Ｌ昼休み  
４日（木） 学級の時間、清掃週間① 
５日（金） 児童集会、清掃週間② 

 ６日（土） 花植えボランティア（野上駅）9:00～11:00 
８日（月） 学級の時間、清掃週間③、通学班下校(14:55) 

 ９日（火） 表彰朝会、学校保健委員会 
ＰＴＡ救急救命法講習会 

１０日（水） 普通日課（年度当初の臨時日課の予定を変更） 
ふれあい講演会「ようこそ先輩」 
Ｌ昼休み、代表委員会、      

１１日（木） 挨拶声かけ運動、登校指導、５年宿泊学習① 
１２日（金） 臨時５、５年宿泊学習②、規律の日 
１５日（月） 海の日、開校記念日 
１６日（火） 臨時４、学年下校 
１７日（水） 臨時４、学年下校 
１８日（木） 臨時４、給食終了、学年下校 
１９日（金） 臨時３、１学期終業式、通学班下校 
２１日（日） 夏季休業日 （～８／３１） 
２２日（月）  水泳指導、教育相談       
２３日（火）  水泳指導、教育相談 
２４日（水） （水泳指導、教育相談なし）  
２５日（木）  水泳指導、教育相談 
２６日（金） 教育相談、秩父地区水泳大会（６年生出場 皆野ふれあいプール・ほっと） 
２９日（月）～３１日（水）水泳指導   

※８月の水泳指導 １日（木）・５日（月） 

 第１回ＰＴＡ資源回収のお礼と報告     

５月１８日（土）、土曜参観日に資源ゴミを持

参してもらう方法で資源回収を実施しました。 

ご協力ありがとうございました。 

・収益金         ５．１３０円  

・長瀞町からの報償金   ３，９２０円 

 ○合  計        ９，０５０円  

開校記念日 ７月１５日 
７月１５日は、長瀞第一小学校の開校記

念日です。明治６年７月に、総持寺に高砂小
学校が設置されてから、今年で１４７年目
を迎えました。長い歴史と伝統を積み重ね、
地域・保護者の皆様のご支援をいただきな
がら、今年も２２２名の子供たちが元気に
勉学に励んでいます。 
 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

「子ども１１０番の家」登録のお願い     
昨年に続き、「子ども 110 番の家」 

の登録を募集させていただきます。 
ご協力いただける方は、連絡をお願 

いします。なお、プレートの交換や連 
絡・質問も随時受け付けております。   
また、登下校の見守りボランティア 

も合わせて募集させていただきます。 
よろしくお願いいたします。 

連絡先 TEL ６６－０００６ 担当 教頭  

１年生 生活科通学路探検 6/17   
生活科「みんなで通学路を歩こう」「みんなの 

公園で遊ぼう」の学習で、４月に開園した「はつ
らつパーク」まで出 
かけました。 
大きな遊具もあり、 

みんなで楽しく遊ぶ 
ことができました。 
ご家族でお出かけ 

してはいかがでしょ 
うか。 

 

 

 

 

 

  

４年生 長瀞町の環境を考えよう 6/26    
県立自然の博物館の職員の方々にお世話にな

り、岩畳周辺の沼に住 
んでいる水生昆虫の調 
査を行いました。 
いろんな生物が共存 

していることを知り、 
長瀞の自然に興味を湧 

かせていました。 
 

 

 

 

 

 

  

プール学習    
６月４日（火）にプール開きを行い、水泳 

学習を始めています。 
   水泳の学習を楽し 
みにしている子は多 
く、気持ち良さそう 
に、浮かんだり、潜 
ったり、泳いだりし 

ています。 

 

 

 

  

校内硬筆展  6/6・6/7   

子供たちが「字を上手に書きたい」と思って 
努力してきた作品を展示しました。 
多くの方に、来校し 

ていただきありがとう 
ございました。 
子供たちには、「鉛筆 

の持ち方」「姿勢」に気 
を付け、普段から丁寧な 
字を書いてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 秩父地区硬筆展 
推 薦 賞 （中央展出品）４年 𠮷原  瞳   ５年  佐久間柚季  ６年 米津 琴巴  
特 選 賞        １年 阿左美衣杜   新井 日彩   小菅 花音  今井 朝飛        

           ２年 新井 春樹   小林 蒼明  
３年 富山 慶音    野口 琴未 
４年 篠田 瑞希   須藤 世成 
５年 簗田優姫奈   坂上 絢都   黒沢 孝紀   新舩 和花 
６年 新井 陽菜   鈴木 啓太   𠮷田 莉乃  米津 笛世 

優 良 賞            １年  栗原 花奈   里見 明輝    
                ２年  浅見 芽生   富田  心  松林 夏希 
                ３年  佐久間未祈   篠田明日香  野口 和香  柳井 奏人 
                ４年  小菅 友翔   増田 結愛  大口花奈恵 

             ５年  大澤 心奏   坂上 成世  根岸  楓  

学校訪問  6/25 
町教育委員会・北部教育事務所の担当者に、

全クラスの授業をご覧になっていただき、そ 
の後、より良い授業 
についての話し合い 
を持ちました。 
指導していただい 

た内容を子供たちの 
資質・能力の向上の 
ために生かして 
いきます。 

 

 

 

 

 

 

  

人権の花のお礼   
「人権の花運動」の一環として、人権擁護委員
会より児童数と同じ 
２２２本の「世界に 
一つだけの花」をい 
ただきました。 
子供たちで花植え 

水やりをして、大切 
に、きれいに育てて 
いきます。 

音楽朝会  6/18   
４年生の「歌のにじ」、坂本七海先生と設樂

実乃里先生によるクラリネットとピアノの
演奏に聴き入りました。 

  
  

３年 特別の教科 道徳  



 

６年生 修学旅行の思い出 
 

６月１３日・１４日、鎌倉 

・箱根、東京方面へ修学旅行 

に出かけました。 

一泊二日の仲間との体験は、を 

きっと多くの学びとかけがえ 

のない思い出となったことで 

しょう。             【出発式】          【鶴岡八幡宮】 

    子供たちの強い願いが叶い、最高の修学旅行日和となりました。 

まずは、鶴岡八幡宮をみんなで見学し、班別行動のスタートです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

   小町通りで買い物したり、江ノ電に乗ったり、高徳院で大仏の大きさにびっ

くりしながら、どの班も、新江ノ島水族館までたどり着きました。よかったー！ 

 

 

                                            

 

  

 

    ホテルでは、おいしい食事、気持ち   箱根関所資料館の見学 
の良い温泉でくつろぎました。      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
芦ノ湖海賊船で「はい、ポーズ」    国会議事堂前で記念撮影 


