
 

みんな輝き、笑顔いっぱい ～努力と経験により大きな成長へ～

後期が始まって、３週間ほどが経ちました。後期の始まりに向けて、子供たちには、
「気持ちのこもった元気のよいあいさつをしよう」そして、「目標に向かって努力を続
けよう」「今していることがつながって未来になる…だから、すばらしい未来になるよ
うに今がんばろう」という話をしました。あいさつをして気持ちのよい１日をスタート
させ、目標に向かって努力を積み重ね、いろいろな経験をいかしていくことで、後期も
大きく成長してほしいと願っています。
１２日（水）に、全校で落花生の収穫をしました。子供たちは、株元を持って引き抜

き、さやを外す作業に熱中していました。各家庭で落花生をおいしくいただいたことと
思います。白子ライオンズクラブの皆様に、心から感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
１９日（水）～２０日（木）に、６年生が修学旅行に行ってきました。１日目は、樹

海散策と氷穴の見学、河口湖ハーブ館で押し花を使ったストラップ作りを体験するな
ど、楽しく過ごすことができました。２日目は、好天に恵まれ、富士山を裾野から頂上
まできれいに見ることができました。忍野八海を見学し、富士山の御中道（御庭～富士
山５合目）を歩き、雄大な景色を目にすることができました。白子町とはまた違う自然
の雄大さを体験することができたと思います。この修学旅行の取組を通して、楽しかっ
たこと、苦労をしたこと、友達に助けられたことなど、様々なことが思い出になったと
思います。修学旅行を通して学んだことを、残り５カ月間の学校生活の中でいかしてく
れることを期待しています。
２１日（金）に、２年生が千葉市動物公園に行ってきました。班別行動では、計画に

従って仲良く行動することができました。また、迫力のある動物の様子を間近で見るな
ど、楽しい１日を過ごすことができました。
２４日（月）に、１年生が昭和の森に行ってきました。紅葉した景色の中、色づいた

葉や木の実を拾ったり、アスレチックで楽しい時間を過ごしたりすることができまし
た。
２６日（水）に、長生郡市音楽発表会が開催されました。リコーダーのやさしい音色

に、響きを豊かにするピアノ伴奏、そして表情を豊かにする打楽器が一体となり、美し
い音楽を会場いっぱいに響かせていました。大きな舞台で演奏をやり遂げたことは自信
となり、みんなで力を合わせると人を感動させる大きな力になることを学びました。そ
して、すばらしい舞台で演奏できたことは忘れられない思い出になったと思います。学
んだことを、今後の学校生活にいかしてほしいと思います。
秋の深まりとともに、仲間との繋がりや様々な学びが深まるよう、子供たちとともに

教職員もがんばっていきたいと思いますので、保護者の皆様、地域の皆様のご協力をお
願いいたします。

【1１月の行事予定】
１１月３日（木）文化の日 １８日（金）スクールカウンセラー来校

４日（金）集団下校1４:４0 マラソン校外コース練習開始 １９日（土）土曜スクール

５日（土）授業参観 弁当持参 ２１日（月）向寒マラソン記録会 集団下校1４:４0

７日（月）振替休業 ２２日（火）向寒マラソン記録会（予備日）

１０日（木）３年校外学習（マザー牧場） ２３日（水）勤労感謝の日

集団下校15:10 ２４日（木）５年生宿泊校外学習（一宮少年自然の家）

１１日（金）スクールカウンセラー来校 集団下校15:10

１２日（土）土曜スクール ２５日（金）５年生宿泊校外学習（一宮少年自然の家）

１４日（月）集団下校14:40 ２８日（月）お話しよう週間～１２月２日

１５日（火）２年校外学習（町内） 5年郵便局出前授業 集団下校14:40

４年ウナギ放流,５年玉ねぎ苗取り ２９日（火）就学時健康診断 集団下校12:40

１６日（水）玉ネギの苗植え（全校） ※予定されている行事等については、新型コロナウイルス感染状況により

１７日（木）集団下校15:10 中止、もしくは変更になる可能性が あることをご承知おきください。

【1２月の主な行事予定】
１日（木）集団下校15:10 １３日（火）１年昔の遊び集会（予定）
３日（土）土曜スクール １４日（水）教育相談（１日目）集団下校13:30
５日（月）３年校外学習（消防署） １５日（木）教育相談（２日目）集団下校13:30

集団下校14:40 １６日（金）教育相談（３日目）集団下校13:30
６日（火）6年町プレゼン発表会 １７日（土）土曜スクール
７日（水）５年校外学習（計画中） １９日（月）集団下校14:40
８日（木）６年郵便局出前授業 集団下校15:10 ２２日（木）集団下校15:10
９日（金）スクールカウンセラー来校 ２３日（金）集団下校13:15

１２日（月）白子カップ 集団下校1４:４0 ２４日（土）～1月6日 冬季休業
大会参加者は15:10下校予定 ２７日（火）～1月3日 学校閉庁日

前期・１０月までの表彰者 受賞おめでとうございます
長生郡市小学校陸上競技大会 第 ３ 位 ６年 長島 蒼空

長生郡市環境衛生作品展 標語の部 銅 賞 ５年 田邉 麗心
佳 作 ６年 金坂 颯流

第７１回千葉県小・中・高校席書大会 書星会賞 ６年 長島 陽香
特 選 ４年 丹内 心結
特 選 ４年 長嶋 玲那

長生郡市科学作品展 科学工夫作品の部 銀 賞 ４年 萬﨑 冬華
銅 賞 ３年 岩佐 愛希
銅 賞 ６年 内山 大馳
佳 作 ４年 田邉 勇翔

長生郡市科学作品展 科学論文の部 金 賞 ４年 上島 宏太
佳 作 １年 萬﨑 雄大
佳 作 ６年 長嶋 莞大

校内科学作品展 学校長賞 ２年 田邉 蒼依

長生郡市明るい選挙啓発ポスター展
長生郡市選挙管理委員会連絡協議会長賞 ６年 藤井 大雅

長生郡市読書感想文コンクール 入 選 １年 本土 左近
入 選 ３年 杉山日央吏
入 選 ３年 磯野 由依
入 選 ４年 田邉 勇翔
入 選 ５年 長島 玲衣
入 選 ５年 後藤 佑樹
入 選 ６年 藤井 大雅
入 選 ６年 長島 陽香

防火ポスターコンクール
長生郡市広域市町村圏組合消防長賞 ３年 磯野 由依

６年生修学旅行（富士・河口湖方面）
１０月１９・２０日

（水・木）に、６年生
は修学旅行として富士
・河口湖方面に行って
きました。２日間の天
気は快晴で、美しい富
士山を十分に堪能しま
した。



２年生校外学習

２年生は１０月２１日
（金）に千葉市動物公園に
行ってきました。天候にも
恵まれ、たくさんの笑顔が
見られました。

１年生校外学習
１年生は、１０月２４日

（月）に生活科校外学習と
して千葉市 昭和の森に行
ってきました。秋の自然に
親しみ、落ち葉や木の実を
採集してきました。

金管部壮行会
１０月２５日（火）に

金管部壮行会が行われま
した。翌日の郡市音楽発
表会に出演する金管部
が、練習の成果を十分発
揮して演奏ができるよう
に、全校で応援をしまし
た。写真は金管部が「星
笛」を演奏している様子
です。

長生郡市音楽発表会
１０月２６日（水）に長生村文化会館に

て長生
郡市音楽発表会が開催されました。夏休み
以降、新型コロナウイルス感染症により練
習が制限される中、できる限りの努力をし
てきました。

【講師講評】
ソプラノリコーダーの音色が美しく会場

に響き渡りました。グロッケンやスタンド
シンバル、ピアノがリコーダーの流れるよ
うなメロディーを後押しして、夜空に浮か
ぶ星空をイメージさせてくれています。

演奏しているみなさんの心には、どんな星空が浮かんでいるでしょうか。みんなで音
色をそろえて二部合奏できたこと、このステージで得た気持ちを大切に、これからも音
楽活動を楽しんでください。優しく、繊細な音色がすてきでした。
これから、音楽の教科書に載っている他のリコーダーの曲や様々な器楽合奏にも挑戦

してみてください。

１０月５日付けの配付文書でお伝えした通り、１１月５日（土）に本校授業参観を予定
しております。実際に来校していただく対面授業参観（各家庭保護者一人のみの参加）に
加え、配付タブレット端末を使用したリモート参観も並行して行う予定です。
つきましては、配付文書４「その他」に加え、以下の点につきましてご配慮願いますよ

うお願いいたします。

１ ４月の授業参観で一度お配りしておりますが、タブレット端末・オンラインミーティ
ングツールGoogle Meetの簡易マニュアルが必要な方がおりましたら、お子さまを通じ
てお知らせください。

２ 授業参観終了後、児童を連れて一緒に帰るか、児童のみで歩いて帰るかを１１/１ま
でに担任にお知らせください。

３ 当日は校庭を駐車場として使用しますので、児童の下校時は大変危険です。校舎沿い
にカラーコーン等で歩道ゾーンを設け、児童は正門から下校します。そのため、車の出
入りについては、平常時のように、東門から入り、東門から出るようにお願いします。
また、児童の安全・事故防止のため、授業参観終了後は、子どもたちを遊具等で遊ばせ
ずに、すみやかにご帰宅ください。

動物による危害防止対策強化月間 （犬にかまれないために）
１１月は「動物による危害防止対策強化月間」です。県内では、毎年子どもが犬に

かまれて怪我をする事故が起きています。次のことについてお子さんに注意を促し、事
故の発生を防げるようにお願いします。

○知らない犬には近づかない・手を出さないようにしましょう。
○知っている犬であっても注意する。近づく場合は飼い主の了解を取り、犬が落ち着
いていることを確認してからにしましょう。

○エサを食べている時・おもちゃで遊んでいる時はさわらない。取られると思って攻
撃する場合があります。

○しつこくさわるなど、犬がいやがることをしない。慣れた犬でも我慢の限度があり
ます。

○放れている犬を見ても走らない・大声を出さない。逃げると追いかけてくることが
あります。犬と目を合わさず、静かに離れましょう。また、飼い主不明の犬が放れ
ている場合は、最寄りの保健所、動物愛護センターに通報してください。

問い合わせ 長生保健所（健康福祉センター） TEL 0475-22-5166
千葉県動物愛護センター TEL 0476-93-5711

観賞用植物の誤食による食中毒防止について
例年、山菜等と誤って採取した有毒植物による食中毒が多く発生しています。野草の

誤食のみならず、グロリオサ、イヌサフラン等の観賞用として栽培されている植物の誤
食による食中毒事例も散見され、死者も発生しています。つきましては、以下の点につ
きまして、ご注意をお願いします。
〇観賞用植物には食べると有毒なものもあります。野菜などの食用植物と一緒に栽培
しないでください。

〇子どもや認知機能の低下している方が誤って食べてしまわないように注意しましょう。
〇食用として植えた覚えのない植物は食べないでください。
※間違いなく食用だと判断できない植物は「採らない！食べない！売らない！人に
あげない！」 体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を

※食用と間違えやすい観賞用植物の例
スイセン、スノーフレークイヌサフラン、チョウセンアサガオ、グロリオサ


