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長瀞第一小だより
まごころを尽くし合い、みんな仲良く、たゆまず学び続ける、元気あふれる学校

長瀞町立長瀞第一小学校長

No.８

浅見博美

朝晩の寒さが厳しくなり、秋の深まりを肌で感じます。校長室から見える山の木々も、赤や黄
色に色づいてきました。
１０月３日（月）は、ＰＴＡ役員、保護者の皆様にご協力いただき、無事に運動会を実施する
ことができました。ＰＴＡ役員の皆様には、前日の会場準備や当日の係の仕事でお世話になりま
した。運動会終了後は、多くの保護者の皆様が校庭に残って、テントや入退場門等を片付ける作
業を手伝ってくださいました。大変、ありがとうございました。
当初の予定を延期しての運動会実施となりましたが、子供たちは集中力を切らすことなく、練
習の成果を十分に出し切って、全力で競技や演技をしてくれました。赤組も、白組も最後まであ
きらめずに正々堂々と競い合う姿に心を打たれました。また、がんばっている仲間を温かく応援
する姿も、とてもさわやかでした。みんなで協力し、心に残る運動会を作り上げることができま
した。
６日（木）は、皆野スポーツ公園で行われた仲よし体育祭に
６年生が学校代表として出場しました。子供たちは、運動会の
練習と並行して、自分の出場する種目の練習を一生懸命に重ね
てきました。そして、体育祭当日は、緊張しながらも、立派に
全力を出し切って競技することができました。６年生が一丸と
なって仲間を応援し、その応援に後押しされるように、素晴ら
しい結果を残すことができました。
運動会、仲よし体育祭という、子供たちにとって大きな学校
行事が終わり、行事への取組を通して、子供たちはたくましく成長した姿を見せてくれました。
努力することの大切さ、仲間との協力、達成感、がんばった自分に対する自信等、学校行事に向
け目標を持って取り組む中で、子供たちはたくさんのことを学んでくれたことと思います。
２学期の後半も、秩父地区音楽会、一小秋祭り、持久走大会、読書月間、・・・等、様々な学
校行事や取組があります。新たな目標を掲げ、その目標に全力で挑戦することを通して、自分自
身をさらに一歩高めてほしいと思います。子供たちのキラキラ輝いて活躍する姿を見るのが楽し
みです。

１日（火）縦割りタイム（一小秋祭り準備）
２日（水）一小秋祭り（2～4 校時）
3 日（木）文化の日
４日（金）体育朝会
５日（土）土曜授業日、臨時５、学校公開（9:25～12:05）、通学班下校（14:２0）
PTA 資源回収（8:30～10:10）、学級懇談会（14:45～）、弁当日
7 日（月）通学班下校（15:00）
8 日（火）児童集会（運営･JRC 委員会）
、ロング昼休み（白組サツマイモ掘り）
9 日（水）読み聞かせ、ロング昼休み（赤組サツマイモ掘り）
１０日（木）挨拶声かけ運動、木曜日課、委員会活動
１１日（金）体育朝会、規律の日、秩父地区音楽会（5 年生）
１４日（月）県民の日
１５日（火）表彰朝会、縦割りタイム
１６日（水）４年社会科校外学習（川越方面）
１７日（木）木曜日課、クラブ活動
１８日（金）体育朝会、芸術鑑賞教室（9:15～12:00）
２１日（月）通学班下校（15:00）
２３日（水）勤労感謝の日
２４日（木）木曜日課、教育相談日
２５日（金）体育朝会
２８日（月）通学班下校（15:00）
２９日（火）朝会（人権講話）
、校内持久走大会（２～４校時）
※ 9 日（火）のサツマイモ掘りは、雨天等により期日を変更する場合があります。
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秩父地区小中学校児童生徒発明創意くふう展
金賞
3 年 堀口
竜さん 「しゅう回カウントマシーン」
優良賞 2 年 嶋田 瑞希さん 「みつろうラップでせかいをへいわに！！」
埼玉県科学教育振興展覧会秩父地区審査会
優秀賞 4 年
5年
5年
優良賞 2 年
6年

岩崎 俐玖さん 「船は鉄なのになぜ水にうくの？～いろいろな素材を調べた研究～」
小林 蒼明さん 「モーターの作成と実験」
中畝
蒼さん 「スズメバチトラップの研究」
平井
湧さん 「どうして、リモコンで、テレビがつくの？」
藤田 航平さん 「僕の家でとれた野菜の糖度は？？」
秩父地区社会科展覧会

入選

3年
4年
4年
4年
5年
5年
5年
5年
6年
6年
1年

堀口 凌輝さん
小菅 花音さん
里見 明輝さん
平
寧々さん
河内 羽菜さん
斎藤
滉さん
田端 叶望さん
西浦 陸翔さん
大嶋 希旺さん
小池悠大朗さん
大嶋 駕也さん

「上長瀞駅について」
「ユニセフ学習会に参加して」
「ＳＬパレオエクスプレスについて」
「心眼 世のため後のため」
「2022 7.31～8.01 富士山登山日記！！」
「長瀞町のいちおし」
「秩父の特色について」
「貨物列車の観察」
「巡礼道めぐり」

第 73 回秩父地区小学校仲よし体育祭（皆野会場）

保護者・地域の皆様には、日頃より資源回収にご協力いただき、ありがとうございます。皆様にお持ち
いただいた資源ゴミの収益は、主にウサギや金魚のえさや環境整備、花の苗や花壇の整備等の緑化関係に
活用させていただいております。皆様のおかげで、潤いのある環境を整えることができています。
11 月 5 日（土）は、第 2 回ＰＴＡ資源回収を予定しております。アルミ缶、紙類（段ボール、新聞
紙、雑誌、牛乳パック）の回収を行います。８：３０～１０：１０に、正門を入った昇降口前にて回収を
しておりますので、多くの皆様のご協力をお願いします。
また、ＰＴＡ資源回収の日以外でも、常時、資源ゴミの回収を行っておりますので、よろしくお願いし
ます。（アルミ缶･･･ウサギ小屋前の回収ボックス、紙類･･･校舎と体育館の間の連絡通路）

【男子 100ｍ走】
【女子 100ｍ走】
【男子 1000m 走】
【女子 1000m 走】
【男子走り幅跳び】
【女子走り幅跳び】
【男子走り高跳び】
【女子走り高跳び】
【男子ボール投げ】
【女子ボール投げ】
【男子 400m ﾘﾚｰ】
【女子 400m ﾘﾚｰ】

1位
1位
3位
3位
5位
5位
6位
3位
3位
5位
1位
1位

関田浩宇さん(14.82 秒) 第 6 位 柳井奏人さん、山中想大さん(16.48 秒)
吉田涼香さん(16.34 秒)
大嶋希旺さん(3 分 55 秒)
髙田花鈴さん(4 分 10 秒)
柳瀬蒼真さん(315cm)
野口琴未さん(267cm)
設樂 遼さん(105cm)
野口和香さん(100cm)
坂上陽麻さん(20.77m) 4 位 小池悠大朗さん(20.24m) ６位 新井浩陽さん(18.46m)
前原鈴菜さん(14.62m)
坂上陽麻さん、関田浩宇さん、大嶋希旺さん、大澤虎我さん(1 分 0 秒 21)
野口和香さん、篠田明日香さん、佐久間未祈さん、鈴木みのんさん(1 分 6 秒 54)

９月２８日（水）、１・２年生が生活科校外学習で、東松山市にある県立
こども動物自然公園へ行ってきました。天候にも恵まれ、子供たちはたくさ
んの動物たちの姿を見て楽しみました。園内では、２年生がリーダーとなっ
て１年生を案内し、頼もしい姿を見せてくれました。一人一人がルールやマ
ナーを守って、楽しい校外学習になりました。
５年 社会科校外学習

【児童会長、団長を先頭に入場行進】

【1 年生による選手宣誓】

【児童会長の言葉】

９月３０日（金）、５年生が社会科見学に出かけ、さいたま市にある造幣
さいたま博物館と羽生市にある武州中島紺屋の２か所を見学してきました。
造幣さいたま博物館では、貨幣の製造過程や精巧な製造技術、貨幣の歴史等
を学びました。武州中島紺屋では、藍染めの体験をし、オリジナルのハンカ
チを染め上げることができました。見学先では、真剣に話を聞く子供たちの
態度を褒めていただきました。

１０月１２日（水）、３年生が校外学習で、吉見町の吉見百穴と寄居町の
県立川の博物館に出かけてきました。吉見百穴では、岩に空いたたくさんの
穴を見て、子供たちは驚いていました。川の博物館では、模型で荒川の源流
から河口までの流れを見たり、バーチャルシアターでの川下りの疑似体験を
したりしました。目と耳と心を働かせて、興味深く学習ができました。

【3 年

魔法のじゅうたん】

【4 年 思いをつなぐバトンリレー】

【3･4 年 世界はあなたに笑いかけている】

【5 年 バトンをつないでＧＯ！】

【6 年 心を一つに全力リレー】

【2 年 フラフラリレー】

【1～6 年 長一小 全力！前進！選手リレー】

【1･2 年 Ｍｉｘｅｄ Ｎｕｔｓ】

【1 年 とけるまえにソフトをつなげ！】

【5･6 年 高学年祭～祭りがあなたを救う～】

【応援団長によるたたえ合い】

１０月１３日（木）、５年生代表児童４名がフジマートの前で、赤い羽根
の街頭募金活動に参加してくれました。元気な声で、地域の人たちへ募金を
呼びかけ、福祉ために協力することができました。また、校内では、１０月
２４日（月）から５日間、代表委員の子供たちが各教室をまわったり、放送
で募金を呼びかけたりして、一生懸命に活動してくれました。集まった寄付
金は、高齢者や子供などの地域の福祉活動のために役立てられます。

１０月１５日（土）、長瀞町町名変更５０周年事業の一つ「U-15 未来
議会」が開かれ、本校からは６年生の小池悠大朗さん、堀口奏真さん、
前原鈴菜さんが議員として参加しました。長瀞町の将来について学級で話
し合った内容をもとに、３人の子供議員たちは堂々と質問をすることがで
きました。大澤町長様からは、子供たちが長瀞町の将来について真剣に考
え、子供たちの目線で貴重な意見を出してくれたことに感謝の言葉をいた
だきました。長瀞町への関心を持ち、長瀞町を愛する心を育てる貴重な機
会となりました。

地域の皆様、学校応援団ボランティアの皆様には、日頃より子供たちへの温かい支援をいただき、
誠にありがとうございます。本校では、学校パトロール隊の皆様や保護者の皆様に、朝の通学路での
見守りや温かい声かけをしていただいています。また、読み聞かせボランティア「風船くじら」の皆
様には、読み聞かせを通して子供たちに本の世界の魅力を伝えていただいています。
２学期、６年生の家庭科の学習では、ボランティアの皆様にミシンの個別指導をしていただき、子
供たちは満足のいく作品を仕上げることができました。２年生の生活科で商店街の魅力について調べ
る学習では、インタビューに丁寧にお答えいただいたり、グループ活動の安全を見守ったりしていた
だきました。３年生の社会科の学習では、秩父イワサキへ訪問し、工場内を見学させていただいた
り、子供たちの疑問にお答えいただいたりしました。
地域の皆様、学校応援団の皆様の温かいご支援のおかげで、子供たちが安心し、豊かな体験を通し
た学びができることに心より感謝申し上げます。

