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秩父市立影森小学校

学校教育目標 「かしこい子」「あかるい子」「つよい子」
＜かがやく瞳 げんきにあいさつ もりもり給食 リズムにのって響く歌声

心豊かに考え、話し合い、学び合う 影森小学校＞

愛の学校
１１月を迎え、朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。窓外

に望む武甲山も日に日に色合いを濃くしています。
新型コロナウイルス感染症の収束がまだまだ見込めないところ

ではありますが、本校では引き続きマスク着用、手洗い、消毒、
検温などの基本的な感染対策を徹底しつつ、活動人数の制限を緩
和するなど、状況を見ながら段階的に教育活動の再開を検討して 校長 新井 一也
参ります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
さて、影森小学校は今年で創立１４７年。「愛の学校」として親しまれています。その

名の由来になったのが昭和３６年の出来事です。ときの千島熊蔵校長と松本寛ＰＴＡ会長
とが中心になって協議を重ね、愛の石を建立したことに始まります。今から約６０年も前
の話です。趣旨として、
『輝緑凝灰岩の盤石に愛の一字を銘記し影森小学校の教育は愛護が教師と父母の念願であ
り友愛が児童の規範であることの象徴としてここに愛の石を建立する』（学校沿革誌「愛
の石建立趣意書」より抜粋）
と書かれています。この背景には、日本が戦後著しい発展を遂げ、物は豊かになりはした
ものの、心の豊かさが失われているとの見方から愛の必要性を説いたものと解釈できます。
現代でも６０年前と変わらずに非行問題行動は後を絶たず、人の命を軽視するような殺伐
とした事件がメディアで多く報じられています。千島校長先生の、愛は私たち人間の心の
中に持っているすべてのものを生かしていく大きな力の根元である、という考え方は現代にも
通じる不易なものだと感じます。
そして、愛の石の隣には、愛の石の誓いとして次の文字が刻まれています。

「愛の石の誓い」
一 わたくしたちは自分を愛し人を愛します
二 わたくしたちは人の心と体をなによりも大切にします
三 わたくしたちは愛の心でどんな困難にもうちかって進みます

この誓いは、現代においても教育の課題となっている人権尊重の精神に欠くことのできない
ものです。子どもたちがこれからの人生を歩んでいく上での大切な指針であると言えます。歴
代の校長先生方が引き継いでこられたように、愛の石建立の精神を生かした教育を推進してい
かねばならないと強く感じます。
その後、昭和５６年に現在の校舎竣工の際に「友愛の池」が、平成３年には生活科の教材園

として「愛の森」が設置されました。平成３０年には愛の石をモチーフにしたマスコットキャ
ラクター「あいしちゃん」が誕生しました。そして、昨年「愛の石の歌 令和バージョン」が
完成し、現在昼の放送で全校に流れています。
本日、愛の石記念集会が低・中・高ブロック別の分散形式で行わ

れました。今後もこの集会を本校の伝統的な行事とし、愛の心を大
切にする教育、言い換えるならば、いじめや差別のない、誰もが楽
しく安心して通える学校づくりに影森小学校職員一同で取り組んで
参ります。

読書月間の取組
○読書マラソン １１月２４日から１２月９日までに「読書マラソンカード」に読んだ本の

冊数やページ数で色をぬっていきます。
○読書感想文入選者の感想文発表 給食時に放送で読書感想文の朗読発表をします。
○地域のボランティアによる読み聞かせ 朝読書の時間に学級ごとに読み聞かせを行います。
○市立図書館員さんによるお話会、またはブックトーク

校外学習 （ 学 区 内 の 野外 で学習 を行 い ま し た ）

１年 滝之入公園 ３年 柳大橋付近 ４年 柳大橋・巴川橋付近 ５年大渕寺・護国観音

影森小仲 よ し 記録会

「第７２回秩父地区仲よし体育祭」の中止に伴い、１０月１４日(水)校内で記録
会を行いました。６年生は一生懸命取り組み、すばらしい成績を修めました。
１００ｍ走男子 黒澤由博さん１２秒７ 黒澤琉さん１４秒５ 赤岩倫太朗さん１４秒６
１００ｍ走女子 山口はなさん１５秒２ 黒沢天音さん１５秒６ 豊田詩空さん１５秒８
１０００ｍ走男子 杉田尋さん３分４９秒 江㞍悠真さん３分５１秒 櫻井優斗さん３分５３秒
１０００ｍ走女子 山口はなさん３分５５秒 黒沢天音さん４分２４秒 新井結愛さん４分２５秒
走り幅跳び男子 黒澤由博さん４ｍ５６㎝ 黒澤琉さん４ｍ２０㎝ 大島滉平さん３ｍ４０㎝
走り幅跳び女子 豊田心菜さん３ｍ０２㎝ 黒沢七菜さん２ｍ８５㎝ 岩瀧歩美さん２ｍ４０㎝
走り高跳び男子 長尾昂洋さん１ｍ１５㎝ 加藤光さん１ｍ１０㎝
走り高跳び女子 倉林結愛さん１ｍ１７㎝ 島田碧空さん１ｍ１７㎝ 下山莉奈さん１ｍ１２㎝
ボール投げ男子 阿部伶音さん22ｍ80㎝ 加藤翔馬さん17ｍ31㎝ 山口航誠さん12ｍ96㎝
ボール投げ女子 岡本椎さん22ｍ70㎝ 原島歩果さん20ｍ43㎝ 小川杏菜さん17ｍ45㎝

１１月の主な行事予定
１ 日 16 月 ６年薬物乱用防止教室
２ 月 愛の石記念集会 学校運営協議会 17 火 普通５（14:50下校） 学校支援訪問

さわやか相談員来校
３ 火 文化の日 18 水 朝かげ運動 アルミ缶回収
４ 水 朝かげ運動 アルミ缶回収 19 木 クラブ
５ 木 委員会 20 金 家庭学習がんばろう週間（～２６日）

影小タイム 教育実習生最終日
６ 金 特５ 個人面談（14:10下校）漢検 21 土
７ 土 22 日
８ 日 23 月 勤労感謝の日
９ 月 登校指導 縦割り班遊び 24 火 児童集会（図書委）
10 火 特５ 個人面談（14:10下校） 25 水 朝かげ運動 アルミ缶回収

ベルマーク回収日
11 水 特５ 個人面談（14:10下校） 26 木 持久走大会②５・６年 ③１・２年

アルミ缶回収 ④３・４年 クラブ
12 木 特５ 個人面談（14:10下校） 27 金 読み聞かせボランティア１・２年

持久走大会予備日 移動図書１組
13 金 影小タイム 移動図書２組 28 土
14 土 県民の日 29 日
15 日 30 月

※宮本町会 様よりプランターにパンジーと土をいただきました。正門付近で育てます。ありが
とうございました。

※市内在住の引間 正 様よりマスクをいただきました。ありがとうございました。



影森小学校 学校だより１１月号

各種展覧会等受賞おめでとうございます
荒川図画コンクール（県コンクール）

【秩父市賞】 ５年 井上 涼太さん
【荒川ダム総合管理所長賞】２年 田口 恵大さん
【関東地域づくり協会賞】 ３年 田口 心菜さん

歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール（県コンクール）
【優秀賞】２年 若林 來輝さん
【入賞】 ２年 高野 莉子さん

歯・口の健康に関する標語コンクール（県コンクール）
【入賞】 ４年 嶋野蓮太朗さん「むし歯０ その歯がぼくの 宝物」

１年 櫻井 萌音さん「きれいなは えがおかがやく きんめだる」

身体障害者福祉のための児童生徒美術展
【特選】 ２年 田中 煌拳さん→県展「日本身体障害者団体連合会会長賞」
【入選】 ６年 長尾 昂洋さん 豊田 詩空さん

５年 坂本 周吾さん 金 遥菜さん
４年 坂本 莉乃さん
３年 小沼なのはさん
２年 五野上遥音さん 中山 幸紀さん
１年 日野原優菜さん 飯島 基介さん 町田 光さん

郷土を描く児童生徒美術展
【特選】 １年 飯島 基介さん
【入選】 ６年 長尾 昂洋さん ５年 大野 優杏さん

４年 山口 葉舞さん ３年 井上 菖蒲さん
２年 浅見 莞大さん 小池 昊希さん

埼玉県小中学校科学コンクール秩父地区審査会
【特選】 ５年 松村 和希さん「飛べ！紙飛行機 よく飛ぶ紙飛行機の研究」

→県審査会へ
【優秀賞】３年 松村 真穂さん「植物工場を作ろう！カイワレ大根と光の研究」
【優良賞】６年 大平かなみさん「とけちゃう！？ ビックリ！ オレンジパワー」

６年 岡本 椎さん「生クリームがバターになる！？」
５年 増田 愛生さん「にんぷさんのすごしかた」

秩父地区社会科展覧会
【特選】 ５年 井上 涼太さん・３年 井上 絢理さん

「分散登校した初日の朝のあいさつ」
【入選】 ５年 岡﨑 実歩さん「調べてびっくり狐塚古墳」

２年 岡﨑 圭太さん「おぼえて まもろう どうろひょうしき」

秩父市「未来を担う私たちの主張（青少年の主張）」作文コンクール
【優秀賞】６年 倉林 結愛さん「明日を楽しみにさせてくれる先生」
【佳作】 ６年 増田 友梨さん「音楽の力を信じて」

１年 町田 光さん「いつもありがとう」

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 埼玉県マスコット「コバトン」

いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害
であり、決して許されることではありません。
埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組

んでいます。
いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。

相談窓口等
○ よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター）
（毎日２４時間）
１８歳以下の子供用（無料）＃７３００ 又は ０１２０－８６－３１９２

な や み ゼロゼロ ハ ロ ー さ い の く に

保護者用 ０４８－５５６－０８７４
こ こ ろ お は な し

Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp
ＦＡＸ相談 ０１２０－８１－３１９２

ハ イ さ い の く に

※Ｅメール、ＦＡＸ相談の受信確認及び返信は、平日の９時から 17時の時間帯に行っています。

○ いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）
小・中・高校生の「いじめ」に関する通報
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html
※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的

であり、相談に対する返信は行いません。

※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信した

ことがわからないように調査・対応します。

○ 埼玉県警察少年サポートセンター
（月～土／祝日・年末年始を除く８時３０分～１７時１５分）
０４８－８６１－１１５２（少年用・ヤングテレホンコーナー）
０４８－８６５－４１５２（保護者用） ※面接は要予約

○ 子どもスマイルネット
（毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時）
０４８－８２２－７００７

○ 社会福祉法人 埼玉いのちの電話（毎日２４時間）
０４８－６４５－４３４３

○ 特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン
（毎日１６時～２１時）
１８歳以下の子供専用（無料）０１２０－９９－７７７７

○ 埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター）
心の健康や悩みに関する相談
（平日／土・日・祝日・年末年始を除く ９時～１７時）

０４８－７２３－１４４７

○ 子どもの人権１１０番 （さいたま地方法務局）

（平日／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分）

（無料）０１２０－００７－１１０

子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール

https://www.jinken.go.jp/kodomo

お問い合わせ 埼玉県県民生活部青少年課 TEL048-830-2907


