
 

 

早いもので平成 29年も残すところ１か月となりました。日によって暖かい日もありますが，徐々に本格

的な冬の到来が感じられるようになってきました。学校では，残りわずかとなった２学期の締めくくりを

がんばっているところですが，インフルエンザや発熱などでお休みをしている児童もいます。残りの日々

を元気に過ごせるように体調管理に気を付けて頂けますようによろしくお願いいたします。 

 

 

「学校へ行こう週間」の最終日に実施した「歌声コンサート」には，保護

者・地域の皆様が多数ご来校していただきありがとうございました。それ

ぞれの学年が保護者・地域の皆様に日頃の感謝の気持ちを伝えようと心を

こめて歌いました。 

皆様からのご意見・ご感想を今後の教育活動に生かし，より信頼され，

満足いただける学校づくりを進めていきます。                                              

各学年の発表の動画をホームページで公開しています。ご覧になってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 27日（月）参観授業の後，リオ五輪の銀メダリストの「山縣亮太選手」の 

お父様「山縣浩一様」によるＰＴＡ教育講演会には 200名を越える参加がありま 

した。講演会のテーマ『自分で考える』は本校のスローガンＪＡＫ（自分の頭で考 

えよう）につながる内容でした。 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートには次回の教育講演会の希望もたくさんあがっていました。 

 
 

 平成 28・29年度 広島県「学びの変革」実践指定校 

 

～師走～ 
Ｄｅｃｅｍｂｅｒ 

今年の締めくくり，１２月になりました！ 

皆の歌声を聞いて上手すぎて鳥
肌が立つくらい感動しました。一年
での成長はすごいなと思いました。
帰って「何であんなに上手なん？厳
しい指導を受けたん？」と思わず聞
いてしまいましたが，「全然！！楽
しく練習したよ！！」と言ってい
て，歌の楽しさを損なわず，上手に
歌えるように指導してくださった
ことに感謝です。 
（1年生の保護者の方より） 

12月 5日（月） 

「学校へ行こう週間」(11/1～11/7)ありがとうございました！ 
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歌声コンサート 1年生 

実直で１つ１つていねいに話される姿に，とても誠実さを感じ，このような親の姿勢が山縣

選手を育てたのだなと思いました。親だからこそのエピソードや映像などが興味深く，講演に

参加して本当に良かったなあと感じました。自分の子どもに１つのことにずっとモチベーショ

ンを持って続けさせることは，本当に難しいことだと思うと同時に，何か１つでも「好き」で

続けていけたら，とてもすばらしいことだと改めて考えさせられました。ありがとうございま

した。 

歌声コンサートも今年で6回目で
す。器楽クラブのみなさんはとてもか
っこよかったです。あんなに迫力のあ
る演奏をするなんてすばらしい。1年
生から6年生までみんな一生懸命歌
う姿を見て感動しました。みんなかわ
いくて素敵でした。おかげで楽しい時
間を過ごせました。こうやって子供た
ちの歌声を聞くことができることは
とても幸せだと思いました。平和に感
謝。（6年生の保護者の方より） 

ＰＴＡ教育講演会 「自分で考える」 

https://kaitaminami.wordpress.com/


 

 

 

 

１１月の各学年の学習や活動の様子の一端をご紹介します。「海田南小学校ホームページ」では，随時，

児童の様子など学校の様子を紹介していますので，ぜひ，ご覧になってみてください。 

 

 

 

 

  

６年生「織田幹雄さん」の学習 

個人懇談（「あゆみ」渡し） ～１２月１６日（土）～ 

 
個人懇談において２学期の「あゆみ」（通知表：学校での学習や生活の様子について評価し

たもの）をお渡しします。 

【あゆみの構成について】 

☆「所見」欄は，低学年・中学年・高学年別に次のようになっています。 

１・２年 ― 総合所見（全学期） 

３・４年 ― 総合所見（１・３学期），総合的な学習の時間の様子（２学期） 

５・６年 ― 外国語活動の記録（１学期），総合的な学習の時間の様子（２学期） 

総合所見（３学期） 

【評価について】 

「学習・生活の様子」について，３段階評価を記号で表記しています。それぞれの評価項目について， 

「◎」十分に達成している  「○」おおむね達成している  「△」もう少し 

※ １年の１学期の評価については，２段階評価（○か△）でした。 

【家庭でしていただきたいこと】 

あゆみの見方は，縦に見ず，横に見ることが大切です。 

評価された記号の数を縦に数えるのでなく，各評価項目内容においての評価がどうであったのか一つず

つ横に見てください。1学期よりも良くなっていれば，２学期よくがんばったということです。しっかり

ほめてあげてください。また，△がついていれば，その項目は何かをよく見られて，冬休みにがんばるこ

とを子どもさんと一緒に決めて，取り組んでください。「あゆみ」は家庭でのよいふり返りの材料とし，児

童の今後の意欲につながるように活用してください。よろしくお願いします。 

１年生「人権の花」贈呈式 

１１月の各学年トピックス！ 
ホームページで随時更新しています。 
携帯・スマホかは，右のＱＲコー
ドからもアクセスできます。 

２年生「ヌマジ交通ﾐｭｰｼﾞｱﾑ」 ３年生「福祉体験」活動 

４年生「子ども音楽会」出場 
 

５年生「平和公園ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ」 



 

 

日 曜 行事 日 曜 行事 

1 金 
小中合同クリーン活動 4年生 
たてわり遊びＡ               なわとび週間  

17 日 海田町健康マラソン大会 8：30～受付 

2 土  18 月  

3 日 交通安全決起大会 10：30～11：20 19 火 児童朝会 

4 月 
全校朝会 委員会活動 
たてわり遊びＢ 

20 水 
朝読み聞かせ 1年生  
たてわり活動Ａ（4年生防災グッズ紹介 

5 火 
早朝街頭キャンペーン 7：30～8：30 
たてわり遊びＣ 給食費・諸費振替 

21 木 
あいさつ運動（2・4年生） 
たてわり活動Ｂ（4年生防災グッズ紹介 
学校訪問お話し会（3年生：5校時） 

6 水 
朝読み聞かせ 1年生 
第 2回ＰＴＡ評議員会 

22 金 
2学期終業式  給食終了 
たてわり活動 C（4年生防災グッズ紹介 
下校指導（15：10下校） 

7 木  23 祝 天皇誕生日 

8 金  24 日 冬季休業開始 ～ 1月 8日（祝） 

9 土  25 月  

10 日  26 火  

11 月 スクールカウンセラー来校(12:40～16:40) 27 水  

12 火 
児童朝会  
脱温暖化授業 4年生 

28 木 
 

13 水 朝読み聞かせ 1・2年生 29 金  

14 木 
あいさつ運動（2・4年生） 
認知性サポーター授業 4年生 

30 土  

15 金 給食費・諸費再振替 31 日  

16 土 個人懇談会（8:30～16:25） １ 祝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３学期の次の行事を変更します。関係のあるお知り合いの方にもお伝えください。 

○一日入学（入学説明会） ２月１日（木）→１月３１日（水） 

○６年生を送る会     ３月１日（水）→２月２８日（火） 

３学期始業式  １月９日（火） 
※ 給食があります。 

※15：10に下校します。 

 

12月の行事予定 

お知らせ！ ３学期の行事変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２８日（火），織田幹雄様のご子息の，織田正雄様と和雄様が来校されました。６年生の道徳，「強いもの

は美しい（日本初の金メダリスト 織田幹雄）」（海田町独自資料）を使った授業を参観していただき，その

後，織田正雄様と和雄様から父織田幹雄氏の話，自分の生き方など，お話を聴きました。正雄様からは，

「世界人たれ」の意味，和雄様からは「先頭をきる者の偉大さを知れ」という父幹雄氏の意思を知りました。                                

○授業やお話を通して児童がとらえた「強いものは美しい」の意味は次の通りです。 

○「強いものは美しい」というのは，「周りにまどわされない心をもっている人は輝いている」

ということだと思いました。 

○「強い」ということは，腕力の話ではなく，幹雄さんのようにどんな不利な状きょうでも，

ねばり強く目標に向かって努力することで，そこから結果が出た人は本当に美しいという意味

だととらえました。 

６年生総合的な学習の時間「海田の未来をえがこう」   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！ ※ 児童名の敬称を省略させていただきます。 

平成 29年度環境啓発ポスター・標語コンクール優秀賞 
【ポスターの部】部谷 優衣（4年）大本 楓翔（5年） 

田元 海莉（５年）丸下 桃和（５年）  

石原 光莉（6年）稲村 和奏（６年） 

宇川 耀友（６年） 

【標語の部】  中川 健一朗（4年）山口 菜緒（４年） 

久賀田 千紘（５年）小島 希花（５年） 

田中 群我（５年）張岳 将弥（５年） 

村田 陽大（５年）永岡 心愛（６年） 

山本 天（６年） 

村田 陽大（５年）県の「奨励賞」も受賞 

 

第１１回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト 

≪優秀賞≫ 岩田 結芽（６年）沖村 悠仁（６年）河野壱成（６年）石原 光莉（6年） 

 

平成 2９年度「税に関する絵はがきコンクール」 

≪入選≫ 石原 光莉（6年）迫田 陽彩（6年）波村 彩未（６年） 

 
第８５回 全国書画展覧会  

【画 の 部】 ≪筆都大賞≫ 松本 晟紫（３年） 

       ≪特選≫ 井上 湊（２年）桑田 凌我（２年）坂元 優凛咲（２年） 

塩田 愛梨（２年）松田 彩誉（２年）小請 麗（２年） 

 

【書写の部  ≪特選≫  宇川 耀友（６年）増本 拓朗（６年） 

 

「第９回 かいた農産物品評会」ジュニア賞 受賞 

JAの中村さんの熱心なご指導のもと，５年生が春から育てて

きた『ゆめみなみ米』が「かいた農産物品評会」において「ジ

ュニア賞」を受賞しました。児童は，この米作りを通して作物

を育てる苦労や収穫の喜び，食べ物のありがたさ，自分たちを

支えてくださった人たちへの感謝の心など多くのことを学びま

した。 

 

第33回安芸郡小学校陸上記録会 入賞 
 
 
１位 武智　亮真 １位 増子　颯太１３秒０ １位 海田南
７位 玉井　悠斗 ２位 宇川　耀友１３秒１ 玉井　悠斗 大下　煌叶

松下　怜央翔 武智　亮真

２位 高松　紗希 １位 掛谷　隼太 ２位 海田南
３位 東方　琉莉 ６位 橋本　啓吾 三戸　萌寧 大中　友維

東方　琉莉 高松　紗希

１位 玉井　悠斗 ２分５４秒４ ３位 藤井　悠人 ５位 海田南
増子　颯太　 掛谷　隼太
増本　拓朗 宇川　耀友

１位 東方　琉莉 １位 森川　祐暉 ８位 海田南
３位 濱安　郁花 掛谷　さくら 椚原　なつき

城戸　彩花 長谷　味咲

１位 森川　祐暉

６年女子４００ｍリレー

６年男子走り幅跳び

６年男子走り高跳び

６年男子８００ｍ走

６年男子８００ｍ走

２分３１秒２

６年男子４００ｍリレー

１５秒７

２分５２秒４

２分５７秒６

５年男子１００ｍ走

５年女子１００ｍ走

５年男子８００ｍ走

５年女子８００ｍ走

１分００秒５

１分０２秒３

５７秒９

１分０１秒２

１５秒８

１４秒５

６年男子８０ｍハードル走 ５年男子４００ｍリレー

５年女子４００ｍリレー

１５秒５

４７７ｃｍ

１２６ｃｍ

４１５ｃｍ

２分３１秒２


