
２０１９年が終わろうとしています。２学期は，行事が多く，子ども達にとっても忙しい学期になった

のではないかと思います。普段の学習の上に多くの行事の準備があり，特に高学年の子ども達は，リーダ

ーとしてフル回転だったと思います。そんな中でも，家庭学習で自学ノートの頑張りが見られるなど子ど

も達が継続して努力している姿が見られうれしく思っています。普段の学習の取り組みがあってこそ行事

の取組も充実するのだと感じました。 

また，2学期は，地域に出かける活動も多くあり，地域の方には大変お世話になりました。満足そうに帰

ってくる子どもたちの姿を見ますと充実した活動ができたことがわかります。大変お世話になりました。 

今学期も，保護者・地域の皆様のご支援・ご協力をいただき，本当にありがとうございました。 

皆様 よいお年をお迎えください。 

校内マラソン大会  １１．２６ 

 今年度初めての取組となりました校内マラソン大会を１０月２６日

（火）に行いました。子ども達は４月から業間マラソン，月一回のマラ

ソン記録会と頑張っています。そこで，もう少し長い距離を子ども達に

チャレンジしてほしい，また，沿道を走ることで見に来られた方，地域

の方に元気を与えてほしいと願って計画しました。子ども達は，張り切

って最後まで走りきれたようです。当日，たくさんの地域の方，保護者

の皆様が応援に来てくださいました。子ども達にとって本当に励みにな

ったと思います。ありがとうございました。また，マラソンコース沿道

の方には，ご迷惑をかけているにもかかわらず，ご協力いただきありが

とうございました。 

 

思いやり集会  １２．５ 

  １２月５日（木）に思いやり生活委員会の計画で思いやり集会がありました。内

容は，最初に，全員で人権宣言を唱えました。次に，縦割り班のメンバーの良

いところを付箋に書き交換しました（いいとこめがね）。そのあと委員会の子ども

たちが生活の場面で考えてほしいことを劇として取り上げ，望ましい行動をみ

んなで考えました。 

   縦割り班のメンバーの良いところを付箋に書いて渡す場面は，どの子どもに

も笑顔があり，温かい雰囲気の中で進行していきました。きっと，付箋に書くとき一

人一人のことを思い浮かべたのでしょう。この相手のことを考えることが思いやりの

心を育てます。付箋を受け取ったとき，友達から認められたという思いが自尊感情

を高めます。 

  ２学期の始業式に「友達の良いところを見つけて伝えよう」と子ども達に話しま

した。この集会がそれを具体的に実践する場となりました。 
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 各種大会・コンクール結果 入賞おめでとう！ 

 

  

 

 

 

 

【浜田市小体連体操大会】 
鉄棒  金賞 石本 芽彩（自由） 

  銅賞 佐々原美月（規定と自由） 
岡本 聡人（自由） 高橋 星和（規定） 

跳箱  銀賞 井上 栞那（規定） 岸本 彩佳（規定） 
銅賞 梶原 あめ（自由）柿元 幹太（規定） 
   下谷 省悟（規定） 

マット 金賞 石本 芽彩（自由）  
銀賞 井上 栞那（規定）岡本  陽 （規定） 
銅賞 梶原 あめ（規定）柿元 幹太（自由） 

    高橋 星和（規定） 

【島根県硬筆書写コンクール】 
金賞 ２年 伊藤 成海   
銀賞 １年 石本 佳亜  

２年 西川 紗良 藤本 和花 
３年 小谷 芽生 高田 美香   
４年 伊藤 詩栞 岡本 瑠海 佐々尾太翔 

   ５年 藤本 敬資  
６年 柿元 幹太 岸本 彩佳  

銅賞 １年 岡本 尚之 橋本優莉香 森栖 飛龍 
２年 柿元 美虹  

   ３年 山下 美月 
４年 石本 翔生 大島 小春 岡本 舞 
   岡本 晃明 

   ５年 井上 栞那 佐々原美月 高田 優花  
   ６年 大島虎太郎 高橋 星和 山下 由翔    

 

【浜田市読書感想文審査会】 

特 選 １年 森栖 飛龍 「スタンリーへ」 

    ５年 佐々原美月 「あみちゃんから教わったこと」 

優秀賞 ３年 湯淺 恭由 「ハチごはんってすごい」 

６年 大島虎太郎 「信じること」 

入 選 ２年 藤本 和花  

「もっと見つけたい、すてきなところ」 

    ４年 柿元 花菜  

「わたしの『母ちゃん取扱説明書』」 

 

【全島根及び浜田市図画審査会】 
県特選 ３年 河野 純平 ６年 永見 翔 
県入選 １年 橋本優莉香  

２年 高橋 咲恋 出葉 哲平 
３年 小谷 芽生 中原 隆成  
５年 岡本 恋奈 高田 優花 岩﨑凌太郎  
６年 下谷 省悟 山下 由翔 

市入選 １年 森栖 飛龍  
２年 佐々尾翔陽 伊藤 成海 
３年 岩﨑旺志郎  
４年 石本 翔生 西川 颯良 永見 翼 

 品川凛之介 岡本 晃明 
    ５年 岡本 陽希 ６年 岡本 和真 

【浜田市美術展 児童生徒書写展】 
 金賞 ２年 阿妻 元治  

４年 柿元 花菜 岡本 晃明 
６年 柿元 幹太 

銀賞 １年 石本 佳亜 ２年 岡本 宗馬  
３年 山下 美月 ５年 佐々原美月 
６年 岸本 彩佳 

 銅賞 １年 岡本 尚之 
２年 出葉 哲平 井上 凌杜 

 ３年 高田 美香  
 ４年 伊藤 詩栞 大島 小春  
５年 藤本 敬資 

 

【浜田管内小学生人権標語コンテスト】 

入選 ６年 高橋 星和  

「つらいとき 一人でなやまず 話してね」 

   ６年 石本 芽彩  

「ありがとう 心を開く 合言葉」 

【浜田市小中学校科学作品展】 

銀賞  ２年 藤本 和花 「いろいろなかふん」 

【浜田市図書館を使った調べる学習コンクール】 

〈高学年の部〉 入選 ５年 藤本 敬資 

「メダカの住めるかんきょうについて」 

【青少年読書感想文島根県コンクール】 

入 選 １年 森栖 飛龍 「スタンリーへ」 

    ５年 佐々原美月 「あみちゃんから教わったこと」 

 


