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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＞

２０２１年は埼玉県にとって記念の年。１８７１年に廃藩
置県が行われて埼玉県が誕生し、ちょうど１５０年目を迎え
ます。さらに今月からは、ＮＨＫ大河ドラマで埼玉県の偉人
「渋沢栄一」を描いた『青天を衝け』が始まります。今年の
埼玉県は盛り上がりを見せることでしょう。
さて、今回の学校だよりでは、影森小学校が所有する２体

の人形について紹介します。その２体とは「青い目の人形」、「市松人形」です。どちら
も文化財としてとても価値のあるもので、現在イベントへ展示するため「埼玉県立歴史
と民俗の博物館」に両人形を貸し出しているところです。
青い目の人形は、昭和２年(１９２７年)に日米親善を目的としてアメリカから全国各

地の小学校、幼稚園などに贈られたものです。記録によれば、日本全国で約１３０００
体、埼玉県では１７８体の人形が配られたということです。このとき日本側で受入にあ
たったのが、国際親善協会の会長を務めていた渋沢栄一氏でした。実業家として知られ
る氏は、晩年国際親善にも力を注ぎ、未来の子どもたちに平和を託そうとしました。し
かし、時代は太平洋戦争に突入し、これらの人形は敵国からの贈り物としてひどい扱い
を受けることになります。処分されたり人目につかないところに隠さ
れたりしました。現存する青い目の人形は全国で３００体弱、埼玉県
では１２体のみと言われています。その中の貴重な１体を本校が所有
しているのです。『マリー・ルイズ』というのが彼女の名前です。
そして、青い目の人形が贈られた際、「ひとりでは心細いだろうか

ら友だちを添えよう」と、日本製の市松人形が一緒に飾られることに
なったようです。洋服を着た青い目の人形と着物を着た市松人形。日
米親善の象徴として二人仲よく９０年以上にわたってその役割を担っ
てきました。
しかし、残念なことにその市松人形は時の経過とともに老朽化が進

んでいます。着物は傷み、手足は朽ちてもげ、見るに堪えない有様で
す。この度、博物館からの勧めがあり、修復することにしました。
その費用について、「百年近く影森小学校が保存してきたこの人形

を、学校、家庭、地域の財産として後世に受け継いでいきたい」とい
う趣旨をご理解いただき、影森小学校ＰＴＡ様と影森町会連合会様か
ら補助金をいただきました。さらに、貴重な人形の復元企画にご賛同
いただき、さいたま市岩槻人形博物館の林館長様及び職員の皆様、埼
玉県立歴史と民俗の博物館職員の皆様、影森地区住民の方からも寄付
金をいただいております。誠にありがとうございます。衷心より御礼
申し上げます。
生まれ変わった市松人形と渋沢栄一翁に縁のあるマリー・ルイズが

間もなく影森小学校に帰ってきます。これをよい機会とし、２体の人
形の歴史や背景を子どもたちに広め、本校の教育活動に活かしていき
たいと思います。また、時期を見て保護者、地域の皆様にも披露させ
ていただきます。

校長 新井 一也

『 ２体の人形 』

青い目の人形

市松人形(修復中)

２月の生活目標 学校では ○冬の運動を進んでやるように指導します。
○うがい・手洗いをするように指導します。

寒さに負けない 家庭では ○風邪予防で「早寝・早起き・朝ご飯・朝うんち」
体をつくろう の生活リズムができるように、ご支援お願いします。

地域では ○地域の方も、風邪の予防にご留意ください。

「給食感謝の会（放送）」 １月２９日（金）

荒川共同調理場の若林栄養技師様と、本校の新井配膳員さんへ、全校児童の感謝の

気持ちを伝えました。

２月の主な行事予定
１ 月 15 月 縦割り班遊び

２ 火 朝会 さわやか相談員来校 16 火 移動図書１組

２年授業参観（２年５時間授業）

３ 水 朝かげ運動（低・ひ） 17 水 朝かげ運動 アルミ缶回収

避難訓練 アルミ缶回収 １年授業参観

４ 木 朝かげ運動（中） 委員会 18 木 クラブ ３年クラブ見学６時間授業

５ 金 朝かげ運動（高） 19 金 ４年授業参観（４年５時間授業）

家庭学習がんばろう週間～２５日

ＰＴＡ地区委員会

６ 土 20 土

７ 日 21 日

８ 月 登校指導 支援担当訪問 22 月 縦割り班遊び

月曜日課ではなく普通日課

１～３年１４：５０下校

４～６年１５：５０下校

９ 火 23 火 天皇誕生日

10 水 朝かげ運動 アルミ缶回収 24 水 朝かげ運動 アルミ缶回収

ベルマーク回収日 ６年授業参観（６年５時間授業）

一日入学（保護者のみ参加、１・２

年生通常日課で１４：５０下校）

11 木 建国記念の日 25 木 クラブ ３年クラブ見学６時間授業

12 金 ３年授業参観（３年５時間授業） 26 金 移動図書２組

５年授業参観（５年５時間授業）

13 土 27 土

14 日 28 日

※授業参観は緊急事態宣言期間が２月１２日以降に延びた場合は、全ての学年で中止とさせていただきます。
※朝かげ運動は緊急事態宣言期間中には、分散（水曜日：低・ひ、木曜日：中、金曜日：高）で実施します。



秩父地区書きぞめ展
３

《特選》赤岩采奈さん、石田寧音さん、長瀨怜愛さん

年
中山友亜さん、山口心蒼さん

《優良》磯田心花さん、勅使河原健匠さん、富田 唯さん

４
《特選》新井 翔さん、関根陽佑さん、原 栞那さん

年
山口百彩奈さん、坂本莉乃さん、町田 花さん

《優良》浅見苺花さん、坂本舞優菜さん

５
《特選》庄司絢星さん

年
《優良》井上涼太さん、小川恋菜さん、勅使河原路華さん、山口姫柚奈さん

彼島 凜さん、中山斗亜さん、宮原晴大さん

６
《推薦》山口はなさん → 県展へ

年
《特選》小川杏菜さん、倉林結愛さん、島田碧空さん
《優良》関根結衣さん、長尾昂洋さん、江㞍悠真さん

加藤 光さん、今井蒼士さん、冨田 翼さん
宮﨑琴音さん、石渡徠央さん、倉林颯之介さん

埼玉県書きぞめ中央展
《推薦》(５年) 山口はなさん

埼玉県小･中学校児童生徒美術展
《 平面の部 》 《 立体の部 》

【県展 特選】 【県展 特選】
(２年) 富田陽太さん (５年) 小笹堅真さん

【秩父地区展 特選】 【秩父地区展 特選】
(１年) 小池宏武さん (１年) 宮原雄大さん
(３年) 勅使河原健匠さん (２年) 勅使河原柚奈さん
(４年) 大島望愛さん (４年) 長尾悠生さん
(５年) 浅見萌七佳さん (６年) 杉田 尋さん
(６年) 長尾昂洋さん

【秩父地区展 入選】 【秩父地区展 入選】
(１年) 大池宏翔さん、岩田皐月さん (１年) 小林鈴さん、清和 栞さん

持田善海さん 松本航汰さん
(２年) 板倉成美さん、千嶋奏笑さん (２年) 落合琉生さん、久保諒真さん

阿左美莞助さん 五野上遥音さん
(３年) 赤岩采奈さん、井上絢理さん (３年) 浅見和花さん、小沼なのはさん

田口心菜さん 倉林凜之介さん、八木一華さん
(４年) 坂本麻綾さん、原 栞那さん (４年) 髙橋凜桜さん、山口葉舞さん

持田柚季さん 日野原優実さん
(５年) 安田莉媛さん、金 遥菜さん (５年) 新井遥大さん、大野優杏さん

行本心結さん 中山斗亜さん
(６年) 赤岩倫太朗さん、加藤 光さん (６年) 大平かなみさん、江㞍悠真さん

豊田心菜さん、今井蒼士さん 岡澤昊樹さん、石渡徠央さん
冨田 翼さん、倉林颯之介さん

※学校だより第１０号でお伝えした「埼玉県児童生徒中央美術展」２月１３・１４日は審査会のみとなりました。

読書感想画コンクール埼玉県中央審査会
【奨励賞】２年 阿左美莞助さん、北原琉花さん、豊田樹乃さん

秩父地区理科研究発表会
【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」

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」

１月の活動

始業式（６年） 始業式（６年） 競書会（１年）

競書会（３年） 競書会（４年） 身体測定（１年）

プログラミング（５年） プログラミング（５年） 朝かげ運動（２年）

朝かげ運動（２年） 朝かげ運動（３年） 朝かげ運動（４年）


