
 

 

 

 

 

 

 

 
２月４日は「立春」，「春」を迎える時季になりましたが，偏西風の蛇行による寒波の

襲来で近年にない寒い日が続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

海田南小学校では，２月は特に心の教育（意気高い心）と体の教育（たくましい体）

に力を入れます。９日（金）に１年生が昔遊びで地域の方と心のふれあいをします。 

１５日（木）に４年生が音楽宅配便という芸術鑑賞で心を豊かにします。２２日（木）

はマラソン大会です。来週から全校でマラソンチャレンジ週間が始まります。それに伴い，６日（火）に

５年生は中国電力ランニング教室を行います。寒さを吹き飛ばして，体力づくりをがんばります。 

ちまたではインフルエンザが大流行しています。海田南小学校は，流行の山は越えましたが，引き続

き，教室の空気の換気，うがい・手洗い，マスクの着用，適度な運動で予防に努めています。ご家庭で

も，健康管理には十分気を付けていただきますようご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

全学年において実施した道徳の授業参観・学級懇談会に，お忙しい中多数ご来校いただきありがとうご

ざいました。 

授業は，それぞれの学年に応じた資料を使って，子供たちの道徳性の育成

を目指して行いました。来年度からは『特別の教科 道徳』となり，子供たち

の道徳性について評価することになります。（数値評価ではありません。）学

校では，今まで以上に「考え，議論する」道徳の授業を展開しようと考えてい

ます。 

懇談会では，授業のポイントと南小の道徳教育と生徒指導についてのお話を

させていただき，保護者の皆様の意見や感想などを交流し合っていただきまし

た。今回の道徳授業参観・懇談会を各ご家庭における取組につなげていただけ

たらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

授業参観・懇談会を終えて，保護者の皆様からの感想をたくさんいただきま

した。ありがとうございました。その一部をご紹介いたします。 
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TEL 822-6776  FAX 822-3229 

 

 E-mail：kaitaminami-es01@kaitaminami-e.ed.jp 

URL：https://kaitaminami.wordpress.com/  

 平成 28・29 年度 広島県「学びの変革」実践指定校 

○  道徳の授業では，本当に大切なことを教えて頂いているんだなあと思いました。「思いやり」と

いう言葉や行動は大人にとってはあたりまえでも，子供の中にはまだそういった感情や発想には

至らないのだということにビックリしました。日々の中で本当に大事なことをゆっくり考え，一

つ一つ吸収していける道徳の授業は，大人にとっても本当にありがたくこれからも我が子に色々

なことを学んで行ってほしいと思いました。 

○  「親切にする」「思いやりをもつ」なかなか難しいテーマですが，授業を通して何か感じてくれ

たようです。友達に思いやりをもって接してくれる子になってくれるとうれしいです。 

https://kaitaminami.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度１年生になるお子様の入学体験とその保護者の方への説明会を実

施しました。南小の教育方針，特別支援教育，生徒指導規程など，学校の

様子を知っていただきました。その間，新１年生のお世話したのは５年生

です。来年度，６年生として１年生とペア学年を組む５年生が，学校を代

表して準備，受付，グループ作り，片付けまで,責任もってがんばりました。 

 

 

 

瀬野川河川敷において校内マラソン大会を実施しま

す。河川敷で実施するのは，今回で６回目です。学校の

運動場で走るのとは違い，たくさんの声援を受けながら長い

直線コースを走る大会は，児童にとってとても貴重な体験で

す。この大会に向け，子どもたちは，２月７日（水）～21日

（水）の「マラソンチャレンジ週間」や体育の授業等で練習

に取り組んでいきます。会場にお越しいただき，自己記録の

更新を目指してがんばる子どもたちに温かいご声援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  最近のインターネットは子供の心を揺さぶるようなあやしいサイトがあふれています。といって

も，どのサイトがあやしいのかさえ，分からないように巧妙にできています。子供とのルールを正

しく決めることは大切だと思います。９歳のうちから学ばせるというとてもいい授業でした。 

○  学年に合った道徳の内容だったと思います。学年が上がるにつれ，子供たちの環境や付き合い方

も変化すると思いますが，大事なことは何も変わらないと思います。決められたルールを守って節

度ある生活をすることが，気持ちよく生活することだと思います。ルールが守れなかった時，気持

ちが悪いなあ～と思う心を持って正せる人間になってほしいです。そんな子育てをしたいと思いま

す。 

○  本人も夢があり，それに向かって高校選びも考えています。主人公の気持ちが共感できたのでは

ないででしょうか。皆，大人への希望を持って中学に進学してほしいです。 

○  子供達それぞれの将来の夢を聞けて楽しかったです。それぞれいろいろな考え方を聞くことがで

きる道徳の授業は親も子も考えさせられるものだなと改めて思いました。 

中国電力ランニング教室を開催します。 

２月 6 日（火），５年生を対象に中国電力の現役選手によるランニング教室があります。 

織田スポーツ振興会会長の小畑佑蔵さん，中国電力の現役選手石川卓哉也さんと富田就斗さんに

来ていただき，各学級６０分ずつみっちりと指導していただきます。マラソン大会で記録が大幅に

アップすることと思います。指導後は，各学級で給食を食べていただき交流をする予定です。 

石川卓哉選手 

山口県出身 

明治大学卒 箱根で活躍 

陸上部キャプテン 

富田就斗選手 

山口県出身 

徳山高専卒 

伸び盛り期待の若手 

【スタート順とスタート予定時刻】 

① ２年生－9:30   ② １年生－9:40 

③ ３年生－9:50  ④ ４年生－10:30 

⑤ ５年生－10:40   ⑥ ６年生－10:55 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１２日（金）から，「えがお文庫」の貸し出しが始まりました。

「えがお文庫」は，平成２５・２６年度に南小にお勤めになり，平成２９年

２月に亡くなられた岡田久美子先生のご家族からいただいた本の文庫です。 

「えがお文庫」という名前は，担任をしてもらったことのある６年生の

皆さんからの公募で決まりました。いつも笑顔で本の大好きだった岡田先生

の思い出から決定されました。各学年１週間何回でも借りることができるき

まりで，６年生から始まり，いよいよ３年生が借りる番になりました。 

「えがお文庫」には，命を大切に考える本，震災を伝える本，障害について考える

本，人権を守る本のような深いテーマのジャンルの本もあれば，歴史や文化を伝える

マンガ本，不朽の名作や最新の本などが取り揃えてあります。好みの本を見つけてう

れしそうに借りていく子どもたちの姿が見受けられます。 

「えがお文庫」は校長室前にあります。保護者の皆様もどうぞご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東地区とんど祭   ～１月２０日（土）～ 
晴天のもと，恒例の東地区のとんど祭が行われました。開会行事の後，午後２時， 

いよいよ年男・年女である東子ども会の６年生による点火が行われ，勢いよく燃え 

上がりました。 

周辺では，ぜんざい等がふるまわれ，たくさんの子どもたち，地域の方が伝統的行 

事を楽しんでいました。東自治会，東子ども会の皆様，準備から片付けまでありが 

とうございました 

 

児童会執行部引継ぎ 
１月３０日（火）の児童朝会で児童会執行部の引継ぎが 

行われました。旧執行部のあいさつでは，「活動を通して， 

人前で話をすることができるようになったこと」など，自 

身が成長した点について語られました。これまでありがとうございました。 

新執行部を代表して，久賀田さんから「あいさつが日本一の海田南小を目指したい」という抱負が語

られました。早速，翌日からあいさつ運動を始めました。２月２８日（火）の６年生を送る会の運営

が，本格的な活動開始となります。新旧執行部は次の通りです。 

旧執行部 

６年生 金堂 愛花，河野 壱成，橋本 啓吾，田中 那津希，田邉 澪，永岡 心愛 

５年生 土井 恵太，浅井 悠希，小石川 昇太，上原 青泉，菅 有輝，東方 琉莉 

新執行部 

５年生 藤川 空風，浅井 悠希，堀本 洸介，高山 悠希，武智 亮真，久賀田 千紘 

４年生 角 元気，迫田 由彩，柚木 健治，鈴木 詩乃，二五田 遼太，田村 菜々美 

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾏｽｺｯﾄ校内投票結果 
東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸのマスコットについて右のア・イ・ウの３つが 

最終候補として残っていることはご存知の事と思います。 

 全国の小学校が一クラス一票ずつ投票権があり，その投票により 

この 3 つの中から一つに決定します。校内の結果は次の通りです。 

ア イ ウ 

１４票 ４票 １票 

最終の投票結果は，2 月 28 日発表です。楽しみですね。 



 

 

日 曜 行事 日 曜 行事 

1 木 小中合同あいさつ運動  郡サッカー練習 15 木 
あいさつ運動 ４年生音楽宅配便 

郡サッカー練習 給食費・諸費再振替 

2 金 代表委員会 お箸の研究第一期終了 16 金 
参観日（下学年・たんぽぽ） 

「心の元気」推進委員会 

3 土  17 土  

4 日  18 日 海田町駅伝大会（瀬野川河川敷） 

5 月 
スクールカウンセラーAM  給食費・諸費振替 

委員会活動 
19 月 

クラブ活動（３年生 見学） 

郡サッカー練習 

6 火 
全校朝会  ５年生中国電力ランニングスクール 

郡サッカー練習 
20 火 

児童朝会  ４－２ 研究授業 

体罰・セクハラ相談日 

7 水 
登校指導 はなみずき通りあいさつ運動 

読み聞かせ（1・2年） ６年生薬物乱用防止教室  

マラソンチャレンジ週間（21日 水まで） 

21 水 
たてわり活動（ロング昼休憩） 

郡サッカー練習 

8 木 
あいさつ運動 代表委員会 

郡サッカー練習 
22 木 

あいさつ運動 

校内マラソン大会（瀬野川河川敷） 

郡サッカー練習 スクールカウンセラーPM  

お箸の研究第二期終了 

9 金 
1年昔遊び  郡サッカー練習 

PTA校外生活指導部合同会議 
23 金 

授業参観・懇談会（上学年） 

５年生・４年生 PTC 

10 土  24 土 
安芸郡小学校サッカー大会（熊野） 

こども司書認証式（安芸区民文化） 

11 日 建国記念の日 25 日  

12 月 振替休日 26 月 委員会活動 

13 火 郡サッカー練習 ３年生そろばん教室 27 火 
音楽朝会 

海田中学校６年生出前授業 

14 水 
避難訓練（地震） ３年生そろばん教室 

１－２ 研究授業 
28 水 

６年生を送る会 

学校関係者評価委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

安芸郡小学校ミニバスケットボール大会 
男子優勝おめでとう！女子１勝１敗と健闘！ 

１月２０日（土）府中町で行われた 
安芸郡小学校ミニバスケットボール大 
会に男女ともに出場いたしました。 

女子は１次リーグ第一試合で３位に 
なった府中北小に惜しくも敗れました 
が，第二試合で勝利し，１勝１敗と健 
闘いたしました。 

男子は，昨年度の覇者である府中小 
との１次リーグ第一試合を大接戦の末に勝利するとし，その勢いを保ち，見事優勝を勝ち
取りました。ピンチになっても，あわてず，今までの自分たちの戦いを続けたことが勝因
であったと強く感じました。 おめでとうございます。 

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。 

JA 安芸 春のふれあい感謝祭 2018 書道コンクール 
≪組合長賞≫ 大久保 菜楓（３年），藤川 空風（5 年） 

≪奨 励 賞≫ 城戸 彩花（６年） 

≪努 力 賞≫ 猿渡 舞雪（２年） 

≪佳   作≫ 大松 楓太（１年），井口 琉葵（3 年），梶本 侑花（4 年），土井 勇輝（６年） 


