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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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チーム YES(Yoshida Elementary School)の活動充実
①

http://yoshida-es.nc.tomioka.ed.jp/

埋蔵文化財事業団に勤務して（生き方朝礼）
①

②

③
①６年生ナップザック作りミシンの使い方 ②１年生あさがおのツルでリース作
り ③３年生ヤオコーへ校外学習 ④５年生と地域の関係団体田植え→稲刈り

秋

春

甘楽郡・富岡市小学校陸上教室記録会

５年生担任の小野先生は、西中で６年間、先生とし ②
て野球部の顧問として頑張っていましたが平成２５
年４月に、群馬県埋蔵文化財調査事業団に転勤となり５年間勤務しました。は
じめの３年間は慣れない仕事に苦労したそうですが努力が認められ、
４年目か
らは大きな仕事を任されたそうです。主な仕事は、遺跡の発掘です。群馬県渋
川市の金井にある金井裏遺跡群で、
①甲冑を着た古墳人 ②首飾りを付けた古
墳人 の人骨が発見されました。②を発見したのが、小野先生です。HNK や
群馬テレビ、新聞に何度も出演して、その貴重さを説明されたそうです。この
仕事は、一生の思い出となり宝物となったそうです。子どもたちにも、仕事を
頑張って続けると、大きな喜びをつかむことができると伝えてくれました。

妙義青少年自然の家宿泊体験学習
①

②

③

10 月 11 日（木）
、北部運動公園陸上競技場で開催。運動会終了後、５・６年
生は、放課後を利用して一生懸命練習してきました。
「自己ベスト」を目標に頑張
り、全員が全力を出し切って、自分自身に克つことができました。太田朝陽くん
が 6 年男子 100m で 1 位になりました。２8 日、正田醤油スタジアム群馬(群馬
県立敷島公園陸上競技場）で実施された県大会に出場しました。
参加した子どもたちは、大会終了後、応援会場席や競技場の周りのゴミを拾う
ボランティアをしました。ワールドカップサッカーの日本人サポーターが、試合
終了後、応援席のゴミを拾う活動をしていることを勉強したからです。子どもた
ち曰く、
「勝敗だけでなく、こだわってみました。
」だそうです。

４日（木）
・５日（金）
、５年生 22 名は、丹生
小と一ノ宮小の５年生らと妙義青少年自然の家
へ１泊２日の宿泊体験学習に行ってきました。
登山やキャンプファイヤー、飯ごう炊飯でカ
レー作りなど、３校が協力して、宿泊訓練をしま
した。西中学校で一緒になるまで、それぞれ大き
くなって会おうと誓い合いました。①第４石門，
②カニの横ばい，③火起こし，④火の神と子ども
たち， ⑤ 朝礼で金鶏山に向かって「ヤッホー」

④

⑤

吉田地区体育祭
7 日（日）
、4 年生から６年生まで
の子どもたちは、
体育祭に参加しまし
た。マーチングと子ども神輿です。
運動会の時より、
落ち着いて演奏して
いるようでした。子ども神輿は、はっ
ぴ姿がとても可愛らしく、
「粋」な感
じがしました。
子育連の役員さんたちと、
２０日の
「富岡どんとまつり」にて、郵便局ま
えから富岡小まで練り歩きました。

※

学校 Web ページには、カラー版（ＰＤＦ）が掲載してあります。

修学旅行 １７日（水） 鎌倉

18 日（木） キッザニア
①

②

①

②

③

③

円覚寺で班別行動開始。鶴ヶ岡八幡宮を経て、小
町通りで昼食をとり、鎌倉大仏が鎮座する高徳寺に
集合しました。およそ 5 時間の班別行動です。
当日は、天気も良く汗ばむほどの快晴でした。各
班とも、計画した時間通りに予定の行動ができず、
反省しきりでしたが、2 日間で最も思い出深い班別
行動となったようです。

①
②
③
④

キッザニアは、
様々な職業体験ができる施設で
す。仕事を体験して報酬もいただけます。自分で
作ったピザやケーキの他に、仕事料として、例え
ば１３００キッゾというお金がもらえ、銀行に預
金もできます。
午前 10 時から午後 2 時 30 分くらいまでい
ろいろな職業を体験しました。

④

高徳寺 鎌倉大仏の前で
銭洗い弁天にて
翌朝 山下公園にて
鶴ヶ岡八幡宮 折れた銀杏の木の前で

①
②
③
④

10 月 24 日 「読み聞かせ」ありがとうございます

④

⑤

キッザニア入場口にて
歯科医体験
コールセンター業務
ピザ職人 ⑤ 漫才・コント

10 月 24 日 万国旗のアイロンがけ
運動会や吉田地区
体育祭で使った万国
旗のアイロンがけを
していただきまし
た。
ＳＳＶの方たちの
おかげで、国旗がき
れいに保たれていま
す。本当にありがと
うございます。

９・１０月 賞状受賞者
U10 小学生バレーボール交流大会（7/22）

準優勝

吉田少女バレー

小柴 杏夏さん（４年生）

新井 志歩さん（5 年生）

萩原つぐみさん（３年生）

赤岩 柚香さん（４年生）

今井 琉來さん（３年生）

瀬間 柚妃さん（４年生）

今井 璃恋さん（2 年生）

第 4 回東毛支部丸山杯バレーボール大会（8/26）
新井志歩さんは、U10 には、エントリーしていません。

第3 位

第 8 回安中市ミニバスケットボール大会（8/18）

第3 位

下仁田ミニバス

羽鳥 遼斗さん（4 年生）

第 20 回日本ハム杯関東学童軟式野球秋季群馬大会富岡支
部予選会（9/22）

第3 位

全一ノ宮少年野球

大河原道真さん（4 年生）

神戸 瑠生さん（4 年生）

大河原双葉さん（１年生）

富岡市民秋季体育大会 剣道大会 小学 6 年生の部

準優勝

個人戦

太田 朝陽さん（6 年生）

富岡市民秋季体育大会 剣道大会 小学 6 年生の部

第3 位

個人戦

横田 想 さん（６年生）

青少年健全育成ポスターコンクール（9/5）

入 選

個人

松本玲愛菜さん（１年生）

第５４回富岡市発明くふう展 児童生徒の部

佳作

鶴田 輝一朗さん（6 年生）

第１８回富岡市未来の科学の夢絵画展

佳作

岡野 莉子さん（3 年生）

2018 産経ジュニア書道コンクール

佳作

神戸 咲也さん（2 年生）

第１０回富岡市小中学校理科自由研究作品コンクール

優秀賞

佐俣 大気さん（5 年生）

第１０回富岡市小中学校理科自由研究作品コンクール

佳作

梅澤 亮成さん（2 年生）

第１０回富岡市小中学校理科自由研究作品コンクール

佳作

第 10 回尾瀬武尊フロンティアサマーフェスタＵー１０

優勝

FC 富岡 所属

永井 飛汰さん（4 年生）

第 32 回新藤二郎杯争奪少年サッカー大会

優勝(ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ)

FC 富岡 所属

永井 飛汰さん（4 年生）

富岡市小学生陸上記録会

男子 ６年 100ｍ

第1 位

太田 朝陽さん（6 年生）

富岡市小学生陸上記録会

男子 走り高跳び

第5 位

浅川 結真さん（6 年生）

梅澤 祐里奈さん（6 年生）

【1 年生】
：梅澤 綾香さん，太田 恵満さん，岡野 栞奈さん，横田 貴哉さん，髙宮 空翔さん【2 年生】
：相川 結人さん，梅澤 亮成さん，
佐瀬 晴良さん，瀬間 結月さん，髙橋 悠斗さん山口 銀太さん，横尾 紗希さん，吉澤 奏有さん【3 年生】
：小柴あいかさん，萩原つぐみさ
ん，横尾 光流さん，横田ここるさん【4 年生】
：大河原卓登さん，小柴 杏夏さん，勅使河原 理雄さん，永井 志歩さん，永井 飛汰さん，羽
※達人学校鳥Web
ページには、カラー版（ＰＤＦ）が掲載してあります。
遼斗さん【5
年生】
：大小原佑哉さん、田代ひよりさん，木下愛友美さん【6 年生】
：石井 暉八さん，小野澤柚伎さん，金井 柚菜さん，髙橋
大和さん，田村 小春さん，横尾 百南さん，横田 想さん，渡辺 大雅さん，高山 鈴音さん，尾嶋 美咲さん
読書の

