
 

 

 

 

子どもたちの活躍と成長 

   校 長  長谷川 恵  
 

2017年の世相を表す「今年の漢字」は、「北」に決定しました。御存じのとお

り「漢字の日」にあたる 12月 12日、京都・清水寺で発表されました。日本漢字

能力検定協会の一般公募で最多だったことを受けて、森清範（もりせいはん）貫

主（かんす）が特大サイズの和紙に大筆で一字を書きました。 
 私の「今年の漢字」は、左に示す一字です。文

字通り、「きらきら」している子どもたちの活躍が私にとって今年

の最高の喜びだったからです。 
 二葉小学校は、４月から「いのち」を大切にし、守る教育活動

の充実に努めてきました。二学期も、子どもたちは日常の学習や

様々な活動で、学力を身に付けたり、仲間のよさをお互いに認め

合ったりすることを通して、「いのち」を意識してきました。ま

た、おやじの会サマーフェスティバル、新発田祭りの安兵衛太鼓

参加、月１回の児童朝会、マラソン大会、二葉フェスティバル、

スマイルライフ集会、音楽交歓会、１１月「いのち」の参観日、

ふたばっ子まつりのように行事等の機会では、二葉ネットの皆様

の力をお借りして、楽しく、有意義にそれぞれの活動を深めるこ

とができました。 
 

 

＜終業式で子どもたちに話したこと＞ 

みんなが、絶対にがんばることができたこと 

○ 勉強ができる・わかるようになった。 

○ 友達や家族のことを思い、気遣うようになった。 

○ 思い、考え、工夫できたことがあった。 
自分が成長していることを喜びましょう 

  
子どもたちには、冬休みを事故なく安全第一に、そして、家族と楽しい年末年始を過ごしてほ

しいと願っています。また、お正月は、新しい目標や信念を立ててほしいと思っています。 
 まもなく、平成３０年。よい年をお迎えください。 
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当校ホームページ「学校だより」では，カラーで見ることができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【特徴的な活動内容】 

・学区内町内会をはじめ，「おやじの会」「図書ボランティア」等，健やかな子どもの育成のため，

様々な団体が存在する。これら散在する主体をネットワーク化し，各々のもつ教育力を一層高

めるため，「二葉小学校地域連携ネットワーク会議（二葉ネット）」を設立し，定期的に会合を

行っている。 

・「『いのち』を大切にし，守る」教育活動の充 

実を学校経営の中心に据え，「食育」「道徳教 

育」「防災教育」「安全対策」の４つの柱から 

教育課程を編成している。また，これらの活 

動において，地域の人材や教材を積極的に活 

用するとともに，企画段階から「二葉ネット」 

が関わっている。（１泊２日の防災キャンプや 

学校・地域一斉避難訓練，炊き出し訓練，引 

渡訓練等） 

・「新潟県防災教育プログラム」の自校化を図 

り，参観日等に公開している。 

12/18 市長への表敬訪問 



 
 
 
・校内マラソン記録会（9/22 各学年３位） 

  

 

 

 

 

 

・親善陸上大会入賞者（9/29 ６年生） 

種 目 順位 記録 選 手 

女子 
４×100ｍリレー 

１位 
５８秒７５ 
大会新記録 

宮野佳世子・渡邊莉子 
石坂結衣奈・桐生菜那 

男子 100ｍ ２９位 １５秒０１ 藤倉輝星 

女子 100ｍ 

２位 １５秒１２ 渡邊莉子 
３位 １５秒３４ 宮野佳世子 
６位 １５秒５１ 桐生菜那 
２９位 １６秒３２ 佐藤利音 
３３位 １６秒３６ 石坂結衣奈 

男子 80ｍハードル ９位 １４秒５２ 渡邊朋也 
女子 80ｍハードル ８位 １６秒１８ 石坂結衣奈 

女子 800ｍ 
２位 ２分４３秒６８ 宮野佳世子 
６位 ２分５０秒９０ 居城果歩 

男子走り高跳び ８位 １ｍ２５㎝ 山中丈生 
女子走り高跳び ６位 １ｍ１６㎝ 桐生菜那 
男子走り幅跳び ９位 ４ｍ５㎝ 藤倉輝星 
女子走り幅跳び ２位 ４ｍ８㎝ 渡邊莉子 

 
・新潟県競書大会 
      
 
 
 
 
・新大全国競書大会 
      
 
 
 
・新大全国硬筆大会 
      
 
 
 
・新潟教育アート展（絵画） 
      
 
 

学年 順位 男子 女子 

４
年
生 

１位 
髙橋 凌太朗 宮住 咲希 

６分１７秒 ６分４０秒 

２位 
齋藤 瑛音 桐生 花音 
６分２１秒 ６分５７秒 

３位 
齋藤 明日 太田 菜月 
６分２５秒 ７分 ８秒 

５
年
生 

１位 
中山 飛希 福原 凜 
９分１７秒 ９分５３秒 

２位 
丸山 竜満 五十嵐はるか 
９分３１秒 １０分１３秒 

３位 
村山 蓮 籠島 果恋 
９分４５秒 １０分２１秒 

６
年
生 

１位 
菊地 亮輔 宮野 佳世子 
８分２６秒 ８分５１秒 

２位 
菅原 衣祥 日水 結麻 
８分４１秒 ８分５６秒 

３位 
鈴木 蓮大 中村 咲愛 
８分４３秒 ９分１８秒 

学年 順位 男子 女子 

１
年
生 

１位 
森 央祐 齋藤 花 
３分５６秒 ４分 １秒 

２位 
中山 快輝 齋藤 寧音 
４分 １秒 ４分２６秒 

３位 
仁木 凛太郎 齋藤 日菜 
４分 ２秒 ４分３９秒 

２
年
生 

１位 
森 優大 佐藤 綺音 
３分４１秒 ４分 ７秒 

２位 
宮住 謙志 埴田 姫奈未 
３分４５秒 ４分２０秒 

３位 
鈴木 直孝 後藤 華凛 
３分４７秒 ４分２５秒 

３
年
生 

１位 
黑鳥 千颯 倉嶋 真央 
６分３０秒 ７分３１秒 

２位 
佐藤 夏奏 葛見 杏 
６分３３秒 ７分４１秒 

３位 
齋藤 咲弥 長井 美幸 
６分５５秒 ７分４６秒 

●新潟県書道教育研究会賞：黒坂真央（４年） ●特選：山口結（３年） 
●準特選：仁木凛太郎（１年），石井心和（１年），波多野瑠哉（２年） 

小林佳菜（３年），伊藤沙也（４年），池田夢菜（６年） 

●特選：小林佳菜（３年） 
●準特選：福原唯斗（１年），黒坂真央（４年），池田夢菜（６年） 

●準特選：齋藤寧音（１年），石井心和（１年），鹿嶋結櫻（１年） 
     田中玲衣（２年），佐藤嘉綱（３年） 

●特選：髙口怜華（１年），黒坂真央（４年） 
●準特選：岩﨑陽音（３年），長谷川侑（５年），藤倉輝星（６年） 



 
   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日にち 行 事 等 

1/ 9(火) ３学期始業式 

1/10(水) 給食開始 登校指導 

1/11(木) 校内書初め大会 

1/12(金) １，２学年そり遊び（二ノックス） 

1/16(火) 全学年国語テスト(ＣＲＴ)，学習参観日 

1/17(水) 全学年算数テスト(ＣＲＴ) 

1/18(木) 避難訓練（不審者対応） 

1/19(金) ４学年スキー教室 

1/25(木) ４学年ＰＴＡ行事(1/2成人式) 

1/26(金) ５，６学年スキー教室 

2/ 1(木) おやじの会（豆まき） 

2/ 2(金) ３学年スキー教室 

2/ 3(土) 育成協「親子和菓子作り」（満員御礼） 

2/ 5(月) 
登校指導(教職員，ＰＴＡ保健安全部) 
本丸中入学説明会（午後） 

2/ 6(木) 入学説明会(来年度) 

2/ 8(木) 家庭生活パワーアップ週間(～14日) 

2/14(水) スキー教室予備日 

2/16(金) 上学年参観日（５限），学年懇談会 

2/23(金) 下学年参観日（５限），学年懇談会 

2/28(水) ６年生を送る会 

3/ 1(木) 委員会活動（５年生新メンバー） 

3/14(水) ＰＴＡ評議員会(15:30～)，学年会計監査 

3/16(金) 給食最終日 

3/19(月) 
地域ＰＴＡ会長会(10:00～10:25) 
地域子ども会（３限） 

3/22(木) ３学期終業式 

3/23(金) 卒業証書授与式，６学年ＰＴＡ行事 

3/26(月) 離任式，新学級発表 

様々な教育活動が，来年度を見越

して５年生が中心となってきます。

これまでの伝統を大切にしながら

も，自分たちらしさが出るように工

夫するよう支援していきたいと思い

ます。６年生への感謝の気持ちを形

にしながらも，自分たちが最高学年

であるという自覚を高めていくこと

を願っています。目標を明確にし，

意欲をもってバトンタッチを行って

ほしいと思います。 

３学期最初の参観日です。新しい年

に気持ちも新たにしている子どもた

ちの様子を御覧ください。 

雪の降り方にもよりますが，冬場は

体育館脇や維持管理事務所の駐車場

は利用できません。除雪の山を考える

と 70 台程度しか駐車できないと思い

ます。乗り合わせで来ていただいた

り，徒歩で来ていただいたりしていた

だけると，スムーズに参観できると思

います。予め御理解と御協力をお願い

します。 

今年も全学年，ニノックススキー場で雪に親しむ活動を計画しています。低学年はそり遊

び，３年生以上はスキーです。先日，指導・支援ボランティアを募りましたが，十分な人数

が集まりませんでした（特に 2/2の３年生）。保護者の皆様へは，再度御検討をお願いしま

す。また，祖父母の皆様，地域の皆様でも大歓迎です。新潟の冬の楽しみ方を，子どもたち

に教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 


