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夢や希望をもち、学びいそしみ、
心をみがき、いつも明るい元気な吉田っ子
なかよく かしこく 元気よく
富岡市立吉田小学校 校長 藤井 清一
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2 学期スタート【８月２７日（月）
】始業式
７１日（１学期）→８１日間（２学期）→５４日（３学期）
暑い、暑い夏休みが終わり、２学期がスタートしました。夏休みの始めのプールには、大勢
の子どもたちが参加して、例年以上に賑やかなプールでした。
８月下旬、夏休みの課題提出があり、視聴覚室に集められた絵画やポスター、習字や作
文、木工作品の数々を見て思いました。
「子どもたちは、とても真面目に課題に取り組んでくれたようだ。何時間も悩み、苦労し
て仕上げ、それでも時間が足りない中、提出期限に間に合わせたに違いない」と。
けなげな子どもたちの努力する姿を想像すると、２学期も教職員一同、ＳＳＶの方々、保
護者や地域の方々とチームＹＥＳ（吉田小）の力が、最大限に発揮されるよう願います。
２学期もどうぞよろしくお願いいたします。

■ ２学期始業式 賞状伝達 夏休みの課題 集団下校
冷房の効いた音楽室にて

読書の達人表彰

夏休みの課題作品並ぶ

外猛暑プレイルームで

■ 夏休み中の行事
着衣水泳

※

水泳強化練習
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小中連携合同研修

☆ 第 34 回全国小学生陸上競技交流大会兼第 42 回小学生総合体育大会 富岡・甘楽地区予選会
男子 6 年１００ｍ 第 3 位 太田 朝陽 (6 年)，男子走幅跳 第 2 位 横田 想 (6 年)
☆ 第４５回ライオンズ旗富岡支部学童軟式野球大会Ａクラス
優勝 大河原 道真(4 年)，神戸 瑠生(4 年)
☆ 富岡市よい歯のコンクール
優秀賞 金井 柚菜 (6 年)，髙橋 大和 (6 年)
☆ 歯と口の健康に関する図画・ポスターコンクール
富岡保健福祉事務所長賞 金井 柚菜 (6 年)，入選 大澤 一颯(2 年)，入選 横田 竣哉(5 年)，
☆ 第２７回高崎市子どもフェスティバル近接小学生バレーボール交流大会 第３位
新井 志歩(5 年)，赤岩 柚香(4 年)，瀬間 柚妃(4 年)，小柴 杏夏(4 年)，永井 志歩(4 年)，
萩原 つぐみ(3 年)，今井 琉來(3 年)，今井 璃恋(2 年)
☆ 第３９回保坂杯争奪剣道大会小学生高学年の部
優勝 太田 朝陽(6 年)，第３位 横田 想(6 年)
☆ 第 49 回群馬県少年学童軟式野球富岡支部予選大会
準優勝 大河原 道真(4 年)，神戸 瑠生(4 年)
☆ 富岡市小学生水泳記録会
男子５０ｍバタフライ 第４位 横田 竣哉(5 年)
女子１００ｍ
自由形 第４位 梅澤 祐里奈(6 年)
女子５０ｍ自由形 第４位 梅澤 祐里奈(6 年)
☆ 読書の達人
上原 大空(1 年)，
大河原 双葉(1 年)，
小野澤 恒伎(1 年)，
神戸 心春(1 年)，
木下 友翔(1 年)，
髙橋 凛(1 年)，
谷 侑磨(1 年)，
勅使河原 佑奈(1 年)，
永井 希和(1 年)，
永井 優彩(1 年)，
松島 将輝(1 年)，
松本 玲愛菜(1 年)，
吉澤 めい(1 年)，
松浦 ゆり(1 年)，
大澤 一颯(2 年)，
小瀬 心美(2 年)，
金井 結菜(2 年)，
神戸 咲也(2 年)，
佐俣 実結(2 年)，
清水 花恋(2 年)，
田中 未都(2 年)，
神戸 勇人(2 年)，
浅井 優愛(3 年)，
安部 充希(3 年)，
今井 琉來(3 年)，上原 大河(3 年)，大河原 直登(3 年)，岡野 莉子(3 年)，小根澤 ほの(3 年)，
神戸 琴葉(3 年)，神戸 葉月(3 年)，木暮 桃香(3 年)，坂本 颯士(3 年)，瀬間 菜月(3 年)，髙宮 風(3 年)，
鶴田 こころ(3 年)，松島 柊(3 年)，武藤 早耶(3 年)，横尾 羽亜飛(3 年)，吉澤 千陽(3 年)，
吉澤 陽太(3 年)， 田 夏々羽(3 年)，神戸 瑠生(4 年)，松本 怜音(4 年)，浅井龍斗(5 年)，安部真優(5 年)，
岩井妃菜乃(5 年)，小野澤純(5 年)，小野澤 実里(5 年)，神戸 大和(5 年)，佐俣大気(5 年)，横田 竣哉(5 年)，
吉澤音花(5 年)，吉澤晴翔(5 年)，梅澤 祐里奈(6 年)，太田 朝陽(6 年)，小柴 ひなの(6 年)
☆ 第 38 回富岡・甘楽ナイター陸上競技大会
小 4 年男子 100ｍ 第 1 位 神戸 瑠生(4 年)
小 1 年女子 50ｍ 第 1 位 永井 優彩(1 年)

※ １学期と始業式に渡した賞状全てです。
※
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