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１０月２４日の朝礼から・・「読書の秋」
地球温暖化の影響でしょうか、夏と冬が長く、春と秋が短くなってしまっている感じがします。暑く厳

しい夏がようやく終わったかと思うと、日中はさわやかながら朝晩ひんやりとして季節が冬に向かってい

ることを実感します。

朝礼で、「○○の秋といえばどんなことを思い浮かべますか」と子ども達に

尋ねました。スポーツの秋、芸術の秋、収穫の秋、実りの秋、読書の秋、食

欲の秋等々・・そういった言葉があるのも、何をするにもちょうどよい季節

だからです。暑からず寒からず、運動をしやすい季節だし、食べ物もおいし

く食べられるし、夜が長くなるので読書などもよい季節です。夏の日差しを

いっぱいに浴びて、農作物も豊かに実ります。とてもよい季節になっている

ので、学校でも校外学習をはじめとして様々な行事が行われています。

その中の「読書の秋」について話します。よい本との出会いは、空想の世界を広げることで想像力を膨

らませたり、人としての生き方の参考になったりします。また、知らず知らずのうちに、国語の力がつき

ます。文字や文を読み、内容を理解したり、様々な表現方法に触れたり、前後のつながりを理解したり等

自然と国語力を高めることにつながります。勉強ができるようになりたいけどどうすればよいかわからな

いという人は、とにかく本を読んでみましょう。世良田小学校は、「100 冊多読賞」を設定し、読書を勧
めていますが、何冊読むかが大事なのではなく、どんな本を読んでいるかが大切なのです。100 冊を目指
すのもよいですが、内容の充実した優れた本を読み、素晴らしい本との出会いを体感することで読書の日

常化につながげて欲しいと思います。

本の一部を紹介します。図書室でたくさんの本を借りて読んでいると、この言葉の載っている本に出会

えるかも知れませんね。秋の夜長、テレビを見る時間を少し削り、ゲームをする時間をちょっと短くして、

ゆったりした気分で本を読み、読書の面白さを実感してください。

【表彰の紹介】
○全国 JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳大会 10歳以下の部女子４× 50mフリーリレー
第 5位 ５年 髙橋 愛梨 ２分０４秒８３

○群馬県小学生選手権水泳競技大会・群馬県小学生総体水泳競技大会

５年生以上女子１００ｍバタフライ 第２位 １分１１秒８６ ５年 髙橋 愛梨

５年生以上女子２００ｍ個人メドレー 第３位 ２分４１秒４９ ５年 髙橋 愛梨

○２０１８太田市民総合大会

柔道競技 小学１年生の部 第３位 中山 仁 第３位 清水 尊

小学２年生の部 準優勝 毛呂 八雲

○太田市小学校陸上大会 女子８００ｍ 第３位 ２分３４秒１１ ６年 梅澤 楓

たったひとりしかいない自分を、

たった一度しかない一生を、

ほんとうに生かさなかったら、

人間、うまれてきたかいがないじゃないか。



○太田市やぶ塚かかし祭りジュニア準グランプリ「いでよ、神龍（シェンロン）みんなの田んぼを守っ

て」おおぞら学級

○ペットボトルキャップ回収感謝状 太田市立世良田小学校 太田市社会貢献活動連絡協議会より

ＪＲＣ委員 ６年生清水陽夏琉君 代表受賞

○太田市小・中学校理科研究作品コンクール

優秀賞 ５年 片桐 煌太 「発見 はじく葉のひみつ」

達成賞 ６年 野崎 花乃夢 「紅茶の色が変わるかな」

達成賞 ６年 江田 響 「夏をかいてきにすごそう～打ち水の効力」

○ぐんま昆虫の森「虫の絵」作品展

入選 １年 氏家 綾音 ２年 小沼 直叶 ３年 毛呂 銀太

４年 小沼 杏花里 ６年 小沼 和叶奈

○市内小中学校読書感想文コンクール

課題図書の部 自由図書の部

優秀賞 ４年 阿部 紗世 入選 ２年 清水 愛有

入選 １年 須藤 伶菜 ４年 髙橋 思花

入選 ６年 小沼 和叶奈 ６年 櫻井 莉子

○世良田小学校１００冊多読賞

３年１組 小林 桃華 １３２冊 ４年２組 相澤 希 １１７冊

〃 関口 咲桜 １２１冊 〃 阿部 紗世 １１２冊

４年１組 木村 漣寿 １１６冊 〃 髙橋 思花 １１４冊

〃 吉澤 菜那 １１１冊 ６年１組 川田 莉久 １２９冊

行事予定
１日（木） 校内持久走大会 １６日（金） 業前体育

２日（金） 業前体育 ５年生点字教室

委員会活動 １７日（土） 学校公開日

３日（土） 文化の日 学校評議員会

親子料理教室 １８日（日） 市Ｐ連研修会

５日（月） 朝礼（人権講話） １９日（月） 読書

～人権集中学習期間 ２０日（火） チャレンジタイム

６日（火） 音楽集会 ２１日（水） 短縮５時間授業

～あいさつ運動 尾島地区生徒指導ブロック会議

７日（水） 学級 ２２日（木） 朝学習

音楽発表会（４，５年生参加） ２３日（金） 勤労感謝の日

太田市市民会館 ２６日（月） 読書

８日（木） みどり ２７日（火） チャレンジタイム

校内持久走大会予備日 ６年生平和学習会

９日（金） 持久走大会表彰 ２８日（水） たてわり

クラブ活動 ５年生高齢者疑似体験

１１日（日） かぜっこクラブ研修旅行 ２９日（木） 朝学習

１２日（月） 学校公開振り替え休業日 ６年生租税教室

１３日（火） 読書 ３０日（金） 業前体育

１，２年生校外学習（行政センター） 不審者対応避難訓練

１４日（水） 思いやり集会 クラブ活動

１５日（木） 朝学習

３年生校外学習（東毛酪農）



１０月１０日（水） 太田市運動公園陸上競技場において

平成30年度第37回太田市小学校陸上大会が開催されました！

大会への出場を希望し、運動会練習と平行しながら練習に参加した５，６年生が大勢出場しました。

短い期間、短い練習時間の中で、一生懸命練習に取り組み、自己記録更新を目指して頑張ってくれました。

出場した選手と記録をお知らせします。

【トラック種目】 ★男子 ☆女子

５０ｍハードル ５年 片桐 煌太 ９秒３８ ６年 野崎 花乃夢 １０秒６８

５年 伊澤 磨裕 １０秒９４

６年 桶谷 拓未 １１秒８２

５年生１００ｍ ５年 関根 瑛平 １６秒０１ ５年 髙橋 愛梨 １６秒０７

５年 仁科 舜 １７秒３０ ５年 石関 ひまり １７秒７８

５年 西村 妃莉 １８秒２６

６年生１００ｍ ６年 清水 陽夏琉 １６秒３９ ６年 毛呂 溜々菜 １６秒４６

６年 安田 隆凱 １６秒６２

男子１０００ｍ 女子８００ｍ

６年 関口 大駕 ３分２３秒８８ ６年 梅澤 楓 ２分３４秒１１

６年 朝倉 康成 ３分２６秒２５ 第３位入賞 県大会出場

６年 青木 健流 ３分２７秒７４ ５年 安田 める ２分５７秒６２

５年 南 咲貴 ３分０７秒９７

４×１００ｍリレー ６年 安田 隆凱 ５年 髙橋 愛梨

６年 朝倉 康成 １分００秒 ６年 野崎 花乃夢 １分０２秒

６年 関口 大駕 ４４ ５年 安田 める ６０

５年 片桐 煌太 ６年 梅澤 楓

【フィールド種目】

走り幅跳び ５年 周藤 祐心 ３ｍ５４ｃｍ

５年 佐藤 幸太朗 ３ｍ０４ｃｍ

５年 松澤 千喜 ３ｍ０２ｃｍ

ソフトボール投げ ５年 中島 知暉 ３９ｍ６３ｃｍ ６年 南 美貴 ３３ｍ７４ｃｍ

６年 森村 歩実 ３０ｍ９０ｃｍ

※女子８００ｍの６年梅澤 楓さんは、２８日の県陸上教室記録会に太田市の代表として参加してくれ

ました。結果は、ほんのわずかの差で入賞を逃しましたが、市の大会より記録を伸ばし、第９位、

記録２分３３秒０９という結果でした。たいへん立派な成績でよく頑張ってくれました。

１０月１６日（火）から１９日（金）にかけて全学年校外学習に出かけました！

１６日（火） ６年生 上野公園・国会議事堂

１７日（水） ３年生 ぐんま昆虫の森

１８日（木） ４年生 富岡製糸・自然史博物館

１９日（金） ５年生 月夜野矢瀬親水公園・たくみの里

１・２年生 桐生が岡遊園・動物園

天気が心配だった日もありましたが、どの学年も雨に降られることなく楽しく行ってくることができま

した。現地へ行って自分の目で見たり、説明を聞いたりして有意義な学習ができました。子ども達は、ま

た一つ楽しい思い出ができたことでしょう。

お弁当づくりや持ち物の準備など、ご協力いただきありがとうございました。

校外学習の様子は、どの学年も学年だよりや学級だよりで画像を紹介していましたので、ここでは割愛

させていただきます。


