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２学期が終了しました！
本日、２学期の終業式を迎えました。また、２０１８年も残すところ

あと１０日で終わろうとしています。児童のみなさんにとっては、この一年間が

どのような時間だったでしょうか。１年生にとっては、初めての小学校生活が始まり、他学年生にとって

は、それぞれ進級しての学校生活を送ってきたわけですが、おそらく一年前の自分と比べると、身体的な

成長はもとより、ものの見方や感じ方、知識の量等、様々な面で変化していると思います。時間は誰にも

平等に与えられ、同じように過ぎていくものですが、その使い方、過ごし方によって人それぞれに全く違

うものになっていきます。過ぎた時間は決して戻ることはありませんので、一日一日を全力で精一杯、悔

いの無いように過ごしてほしいと思います。幸い、本校のみなさんは、学校での生活の様子を見る限り、

毎日の授業や学校行事等に一生懸命に取り組んでいます。そして様々な成果を得ることができました。し

かし、課題はそれぞれ個々にあると思います。今日渡された通知表をよく見て、十分身についたこと、不

十分だったことを確認し、来学期につなげて欲しいと思います。保護者の方からもぜひ賞賛と課題解決の

ための声がけをお願いいたします。１月７日の３学期始業式に、また元気な姿で会えるのを楽しみにして

います。

保護者の皆様には、今学期も学校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、本当にありがとうございま

した。無事に終えることができましたのも保護者や地域の方々のおかげと、心から感謝申し上げます。慌

ただしい年末年始ですが、良いお年をお迎えください。

スマホ・ケータイに関わるトラブルが多発しています！

スマホ・ケータイは本当に必要ですか？

スマホ・ケータイをもたせないようにしましょう！

やむを得ず持たせる場合、保護者が責任をもち、見守りや指導をしましょう

スマホ・ケータイに関わる犯罪やトラブルが多発しているそうです。

スマホやネット、ゲームばかり・・・となっていませんか？長時間使用が生活習

慣の乱れにつながったり学力の低下につながったりするなど悪影響が懸念されて

います。また、友だちの悪口や嫌がることをＳＮＳに書き込んでしまいトラブル

になったり、個人の情報や画像が拡散されてしまったり、気付かないうちに危な

い目にあってしまったり等危険がいっぱいです。

子どもに持たせる場合、保護者の責任においてフィルタリングを設定する

ことや我が家のルールを作って確実に守らせること、生活習慣や学習習慣は

きちんとさせることなど悪影響が出ないように指導することが必要です。

持たせっぱなしにして、大きなトラブルになったり、危険な目にあったり

してから慌てることのないように、日頃からお子さんの使用の仕方に関心を

持ち、必要な注意や指導をしっかりと行ってください。

携帯電話やスマートフォンなどの情報機器が発達してたいへん便利になり

ましたが、それに伴って問題も起こってくるということなんですね。気をつけましょう。

※先日の授業参観の折、音楽発表会の見本の写真を掲示してありましたが、スマホで撮影している方がい

らっしゃったようで少し心配しています。私たち大人のモラルも問われています。



の行事予定
１月 ７日（月）第３学期始業式 １８日（金）業前体育

８日（火）あいさつ運動 クラブ活動

チャレンジタイム すだち祭（おおぞら学級参加）

発育測定 ２１日（月）朝読書

９日（水）学級の時間 ２２日（火）チャレンジタイム

１０日（木）朝学習 ２３日（水）たてわり活動

１１日（金）業前体育 後期学校保健委員会

委員会活動 （薬物乱用防止教室）

１４日（月）成人の日 ２４日（木）標準学力検査

１５日（火）朝読書 ２５日（金）業前体育

１６日（水）保健集会 クラブ活動

歌劇鑑賞（4年） ２８日（月）朝読書

１７日（木）朝学習 ２９日（火）チャレンジタイム

地震避難訓練 ３０日（水）たてわり活動

新入学児童保護者説明会

３１日（木）朝学習

尾島中学校説明会

「自分の命は自分で守る」 楽しい冬休みにするためにも、飛び

出しによる交通事故や不審者による連れ去り、携帯やスマホでのトラブ

ルなど身近な危険を予測し、自分の命は自分でしっかりと守って下さい。

【校長室より】 楽しく、有意義な冬休みを・・・
「一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり」

明日から冬休みになります。６年生にとっては小学校生活最後の冬休みです。

まもなく２０１８年が終わり、２０１９年がやってきます。この冬休みは、掃除や片付け

などたいへん慌ただしいですが、今年の汚れを今年のうちにきれいにし、穏やかに、そして

静かに新年を迎えるための準備をします。日本古来の伝統文化がぎゅっとつまった年末年始

です。子どもたちにも家族の一員として、しっかりと諸行事に参加して欲しいと思います。

そんな中で、今年の自分をしっかり振り返り、新年を迎えるにあたって大きな夢や希望をも

って欲しいと思っています。

「目標ない者に努力なし。」 将来の夢や先の目標をもっているとそこから逆算して今

「努力ない者に進歩なし。」 を考えることができる。今を頑張ることができる。日々目標

「進歩ない者に喜びなし。」 に向かって努力し続けていると、進歩していることを実感し

充実感を得る。それがまた、次への意欲や活力となる。

お子さんの夢や希望、目標を聴いてあげてください。

そして応援してあげてください。お願いします。



【１２月表彰者の紹介】

１２日表彰

○第１３回ぐんま昆虫の森「虫の絵」作品展 審査員特別賞 ６年 中島 龍生

○平成３０年度 第５１回諸外国交換ユネスコ児童生徒作品展

絵の部 太田市文化協会会長賞 １年 松島 愛奈

太田市国際交流協会会長賞 ４年 岸 汰市

太田ロータリークラブ会長賞 ５年 大迫 莉緒奈

入賞 ２年 石関 耀 ２年 髙橋 咲希

〃 ３年 髙橋 友愛 ４年 阿左見 和花

〃 ６年 青山 秀雄

書の部 太田商工会議所会頭賞 ５年 村岡 璃音

入賞 １年 鈴木 花奏 ２年 十文字 陽菜

〃 ３年 関口 凜桜 ４年 相澤 瞳

〃 ６年 櫻井 莉子

○第６４回青少年読書感想文全国コンクール群馬県審査

小学校中学年の部 最優秀賞 ４年 阿部 紗世

○１００冊多読賞

６年１組 青木 瑠璃 １０９冊 ５年１組 伊澤 磨裕 １０９冊

５年１組 片桐 煌太 １０３冊 ５年１組 長根 椿栞 １３１冊

５年１組 村 妃莉 １０１冊 ４年１組 小林 翔夢 １１４冊

１年１組 伊藤 唯 １２４冊

○ＰＴＡ新聞 入選 はばたき ＰＴＡ広報委員会（紹介のみ）

２１日表彰

○第６９回全日本珠算競技大会

小学生の部 個人総合競技 優良賞 ６年 南 美貴 ５年 南 咲貴

〃 ４年 麻生 遼

○第３９回毛里田剣道大会 優勝 １，２，３年生の部 周藤 謙心

〃 準優勝 １，２，３年生の部 木山 拓海

○第４９回尾島地区上毛かるた大会

個人戦 小学生低学年の部 優勝 阿左見 和花 小学生高学年の部 優勝 阿左見 日和

準優勝 岡島 佑太 準優勝 村岡 璃音

団体戦 小学生低学年の部 世良田中チーム 小学生高学年の部 世良田上Ａチーム



○平成３０年度 群馬県小学生マラソン大会 女子小学５年 第９位 ３分３４秒 安田 める

○北関東地区珠算競技大会 通信大会 ５年生の部 第３位 小林 洸樹

○平成３０年度太田市緑化ポスターコンクール 銅賞 ５年 前田 春月

○ハートフルアート展 奨励賞 ６年 籠崎 隼音

○１００冊多読賞

１年１組 岩田 聖愛 １１５冊 １年１組 笠原 梨世 １１３冊

２年２組 阿部 紗良 １２５冊 ２年２組 星野 漣音 １００冊

３年１組 島田 菜乃 １１７冊 ４年１組 相澤 瞳 １２７冊

４年１組 青山 義雄 １０８冊 ４年１組 小沼 杏花里 １１４冊

４年１組 城田 希美 １０８冊 ４年１組 須田 珠奈 １０１冊

４年１組 大洋 １００冊 ４年１組 楢原 桃栞 １０４冊

４年２組 亀山 真珠 １３６冊 ４年２組 築城 勇臣 １００冊

４年２組 中山 紗朱 １１１冊 ５年１組 大迫 莉緒奈 １０２冊

５年１組 須永 光貴 １０３冊 ５年１組 村岡 璃音 １２６冊

おおぞら 土屋 亮太 １０９冊

○児童生徒人権標語及びポスター作品展

人権ポスター部門 小学生の部 佳作 ５年 髙橋 愛梨

人権標語部門 小学生の部 佳作 ５年 岩﨑 翔太 ６年 青木 健流

○環境を守ろう ポスター・作文・標語コンクール

ポスター小学生低学年の部 佳作 ２年 阿部 紗良

〃 高学年の部 佳作 ４年 阿部 紗世

作文 小学生の部 佳作 ５年 福地 菜央

○太田市武道大会

柔道１，２年重量級 第３位 ２年 毛呂 八雲

柔道１，２年軽量級 第２位 １年 中山 仁

剣道 小学生男子 ７級以下の部 準優勝 ３年 周藤 謙心

〃 第３位 ３年 木山 拓海
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