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   校長 間嶋 勉 

 遅れていた初雪も降って、本格的な冬の到来

となりました。除雪の季節かとやや暗くなる大

人を尻目に子供たちは雪にウキウキしています。

初雪をどう思うかで、子供と大人の境目がわか

るような気がしています。 

 さて、中小では各種コンクールでの受賞ラッ

シュが続いています。６年生の鈴木萌未さんの

作品は全道で最優秀賞を受賞しました。いじめ

の問題に子供一人ひとりが向き合って、ご家族、

学校職員ともども努力してゼロをめざしていく

ことが大切です。一方では、あってはいけない

いじめも現実にはいつでもどこでも起こりえる

ものです。いじめに遭ったときに、またはいじ

めを身近に見聞きした時にどうしたらいいの

か？道徳や学級活動の時間に考えるよう指導し               

ています。以下に各種コンクールなどの入賞者

を記載いたします。 

道教委「いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール」標語部門 いじめの根絶部門 
全道最優秀賞 6学年 鈴木 萌未さん「ゼロがいい いじめをする人 される人」 

空知教育局「いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール」標語部門 いじめの根絶部門最
優秀賞 6学年 鈴木 萌未さん「ゼロがいい いじめをする人 される人」 
優秀賞  6学年 萩  優音さん「最高だ  いじめがないと  みな笑顔」 

「いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール」標語部門 ネットトラブルの根絶部門 
奨励賞  6学年 初貝 明里さん「その画像  本当にのせて いいのかな」 

南空知消防組合火災予防絵画コンクール 
優秀賞  2学年 白川 沙稀さん 

北海道開拓の村児童写生会入賞 
佳作   5学年 都築 楓太さん  佳作   2学年 都築 青生さん 

長沼町あいさつ・しんせつ・たいせつコンクール  
絵日記部門最優秀賞 １学年 大屋 結愛さん  優秀賞  １学年 山口 小晴さん 
     優秀賞  ２学年 西城  慎さん  優秀賞  ２学年 黒田 一咲さん 
     佳作   １学年 細川 亜珠さん  佳作   １学年 佐々木夢奈さん 
かるた形式標語部門 最優秀賞 ３学年 堀口 瑞生さん  優秀賞  ３学年 永山 双葉さん 
     優秀賞  ４学年 石川 愛彩さん  優秀賞  ５学年 加藤 優愛さん 
     優秀賞  ６学年 堀口 綾花さん  優秀賞  ６学年 萩  優音さん 
     佳作   ５学年 近藤  暁さん  佳作   ６学年 大麻 綺乃さん 

 

平成３０年度 

長沼町立長沼中央小学校 

No.11 
平成３０年 1１月２６日 

―11月 30日の長縄跳び集会に向けて（6年）― 

外国語専科教諭 

 １１月１６日（金）より、外国語専科教諭として中央小で勤務することになりました 

廣田 俊哉（ひろたしゅんや）です。児童の皆さんが、楽しく英語を学習できるように 

努力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

個人情報保護のため名前は載せていません。 



企業による地域貢献 

１０月に、伊藤組土建株式 

会社の方が、地域貢献で中 

央小の校舎前の舗装をキレ 

イにしてくれました。あり 

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１２月の行事予定 
１ 土   16 日  

２ 日 ことばを育てる親の会お楽しみ会  17 月 フッ化物洗口 放課後学習⑥ 

フッ化物洗口 「あゆみ」提出 ３ 月 
街頭指導（朝） 参観日（中） ３年レク 

５・６年６時間学習 

 

参観日（中）５・６年６時間授業 

フッ化物洗口 

18 火 短縮日課 

４ 火  19 水  

５ 水 参観日（低）  20 木 委員会④ 街頭指導（放） 

街頭指導（放） ６ 木 靴箱清掃１年 参観日（高）５年レク 

特別清掃週間（２４日まで）各部会議① 
21 金 ことば指導終了 

７ 金 参観日（支援学級） 支援学級レク 靴箱清掃２年  

図書貸出停止 参観日（特別支援）町特支学級交流会  
22 土   

８ 土   23 日 天皇誕生日  

９ 日   24 月 振替休日 

10 月 フッ化物洗口  靴箱清掃３年 ３年以上６時間学習 

靴箱清掃３年 ３年以上６時間授業 

25 火 終業式 安全点検日  

校内研修 安全点検日 
11 火 靴箱清掃４年 26 水 冬季休業１ 冬休み学習会① 

年度末反省会議① 企画調整会議 12 水 靴箱清掃５年 ４年保育園訪問  27 木 冬季休業２ 冬休み学習会② 

年度末反省会議② 新年度方針提示 13 木 冬休み図書貸出（高）靴箱清掃５年 

冬休み図書貸出（高） 靴箱清掃⑥年 
28 金 冬季休業３ 冬休み学習会③ 

14 金 短縮日課 冬休み図書貸出（低） 学校キレイの日 

期末整理日④（短縮） 

29 土 冬季休業４  

15 土   30 日 冬季休業５ 

 31 月 冬季休業６  

※登校時刻は８：００～８：１５です。バス等で早く着く児童もいるので７：４５には児童玄関を開けていますが、あまり早く登

校すると安全面が心配ですので、早すぎないようにしてください。また、暗くなる時刻が早まっています。４時には帰宅

できるように指導しています。ご家庭でも一声お願いします。 

情報モラル教室 

１０／３１（水）に、ソフトバンク 

の講師を招いて３・４年生、５・６ 

年生の情報モラル教室を行いました。 

スマホやタブレット、ゲーム機など、 

使い方や危険性などについて学びました。 

 

 
地域連携外国語研修会 

１１月２０日（火）に、空知管内の小学校の教員が

５０名以上来校し、外国語の授業の研究会が開催され

ました。先進的に取り組んでいる東川町から講師を３

名招き、６年１組 

での師範授業や研 

究協議、学習活動 

の体験などが行わ 

れました。 

PTA学習ボランティア  

 高学年の家庭科のミシンを使ったエプロンなどの製

作の補助でお手伝いをいただいています。縫い方を教え

ていただいたり、ミシン 

にトラブルがあった時に 

すぐに対応していただい 

たりしました。本当にあ 

りがとうございます。 

 

公開研究会  

 １１月９日（金）に、中央小学校の公開研究会が行

われました。「豊かな心と確かな学力を育む授業づく

り」をテーマに、１年２組で算数、４年１組で国語の

授業を公開しました。 

町内外から教育関係 

の方が来校し、授業 

改善について研修を 

しました。 

TikTok  ご存じですか？ 
 最近１０代に浸透している動画アプリ「TikTok」。中

小でも動画を見たり投稿したりしている子もいるよう

です。利用規約では「１３歳未満の子供向けではありま

せん。」となっていますが、保護者の方が確認している

でしょうか。個人情報が漏れたり、顔出し動画が勝手に

使われたりする危険性も指摘されています。ネット等の

危険性は学校でも指導しておりますが、ご家庭での約束

など、しっかりと話し合って対応していただきたいと思

います。 

 


