
 

 

早いもので平成 30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学期の締めくくりの

学習をがんばっています。子どもたちが，残りの日々を元気に過ごせるように，体調に気を付けて頂きま

すようよろしくお願いいたします。 

 

 

「学校へ行こう週間」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。                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ～師走～ 
Ｄｅｃｅｍｂｅｒ 

全学年の歌声を聞きました。１年生は元気
よくかわいらしかったです。学年が上になる
につれて声も大きくきれいで，ハモる所など
聴いていてすごく上手で感動しました。今年
は災害に見舞われ，４年生の歌の中での『普
通に生活できることが当たり前ではない』と
いう歌詞に心を打たれました。器楽部の演奏
も小学生とは思えないほどの迫力で素晴ら
しかったです。（1 年生の保護者の方より） 

「学校へ行こう週間」(11/1～11/9)ありがとうございました！ 
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初めて歌声コンサートに来させて
いただきました。驚きました。素晴ら
しい！低学年の元気に圧倒され，高学
年のハツラツとした歌声にそれぞれ
感動しました。また，機会があれば来
させていただきたいと思います。 

（地域の方より） 

１年生の時より歌がとても上手になって
いて成長を感じました。どの学年も楽しそ
うに歌っていて，特に３年生が歌った歌が
よかったです。先生達の演奏も加わり，校
長先生の指揮もとてもよかったです。もう
１度見たいと思うほど素敵な歌声コンサー 
トをありがとうございました。                      

（２年生の保護者の方より） 

子ども達の一生懸命な姿を見て，とても幸せな
気持ちになりました。リコーダーの代表になり，
演奏中は見ている私も緊張していました。無事に
終えることができて自信につながったと思いま
す。最後の合唱では，先生方も一緒に楽器を演奏
されており，生徒が歌うだけではなく，学校全体
で歌声コンサートを楽しんでいると感じました。 

（３年生の保護者の方より） 

１年生から６年生までずっと聴いていま
したが，学年ごとにテーマがあり，それぞ
れのよさが出ていてとても聴きごたえがあ
りました。歌は，ストレス発散にもなりま
すし，心も安定させてくれるので，これか
らもずっと歌声コンサートを続けていって
ほしいです。 （４年生の保護者の方より） 

５年生は高音のパートも続いていましたが，きれ
いな歌声で鳥肌が立ちました。１番よかったのは，
４～６年合同の「平和の歌」の合唱で，難しいメロ
ディーも歌いこんでいて，内容も心にすごく響いて
きて感動しました。みんなで１つものをつくり上げ
ることって大人になるとなかなかないので，大切に
してほしいと思います。（５年生の保護者の方より） 

最後の歌声コンサートなので，すごく楽しみにしていました。６年生の思いが伝わるいい発表で
した。残り少ない小学校生活をしっかり楽しんでもらいたいです。いつもありがとうございます。                            

（６年生保護者の方より） 

みなさまの 

声から 

 

今年の締めくくり，12月になりました！ 



 

 

日 曜 行事 日 曜 行事 

1 土 年末交通事故防止県民総ぐるみ運動 １日～１０日 17 月 クラブ 

2 日  18 火 音楽朝会 

3 月 
委員会活動 
職場体験活動（海田中学校生徒 7名） 

19 水 1･2年読み聞かせ 

4 火 全校朝会 20 木 子ども議会（14:00） ５・６年生参加 

5 水 
校内研究授業（3-3のみ下校１４:５０） 
給食費・諸費振替 

21 金 2学期終業式  下校指導 

6 木 あいさつ運動（2-2・4-2） 縦割り遊びＡ 22 土 個人懇談会（8:30～16:25） 

7 金 
子ども司書読み聞かせ（１･２年） 
中学生職場体験活動終了 縦割り遊び B 

23 日 天皇誕生日 

8 土 郡Ｐ連合研修会（坂町） 24 月 振替休日 

9 日  25 火 冬季休業開始 ～ 1月６日（日） 

10 月 スクールカウンセラー来校(9:30～13:30) 26 水  

11 火 児童朝会（ベルマーク委員会） 縦割り遊びＣ 27 木  

12 水 登校指導  1･2年読み聞かせ ４年防災発表Ａ 28 金  

13 木 2年ＰＴＣ  ４年防災発表Ｂ 29 土  

14 金 給食費・諸費再振替  ４年防災発表Ｃ 30 日  

15 土  31 祝  

16 日 海田町マラソン大会 １ 祝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月の行事予定 

３学期始業式  １月７日（月） 
※ 給食があります。 

※15：10 に下校します。 

 

   海田南小学校 40周年創立記念式典・記念講演会 
       ご参加ありがとうございました   １１月３０日 

海田南小学校創立４０周年記念式典・記念講演会には，お忙しい中，ご参加いただきありがとうございま

した。４０周年記念式典では，元 PTA 会長の伴木宏様をはじめ，学校評議員の皆様，海田中学大田稔校長先

生にお越しいただき，お祝いの言葉をいただいたり，児童代表が挨拶をしたりしました。PTA の方からは記

念品として，『司会台』と児童一人一人に『記念鉛筆』をいただきました。大切に使わせていただきます。  

記念講演の，京都府警察ネットバイザーの竹内義博先生『親子で学ぼうインターネット・スマートフォン安

全教室』は６年生も一緒に聞きました。ご家庭で共有していただきたいと思います。式典や講演会等、準備

から片付けまで、鈴木 PTA 会長をはじめ役員の皆様，生涯学習部の皆様本当にありがとうございました。 

 ４０年たった現在の海田南小学校では，校区の「誇りを見つけ伝える学習」や「今を見つめ直し提案する」

を学習をすすめています。３年生は，校区内の名人さんを見つけたり，４０歳のお祝いをしたりして，南小

校区の歴史を調べています。また，４年生は災害から身を命を守るための防災の学習を進めています。５年

生は，南小校区のお宝発見隊として、先日ＰＴＣで保護者の方へのガイドツアーをしました。そして６年生

は，よりよい海田町をめざして，１２月２０日の子ども議会に向けての学習を進めています。 

                                    

 
 



１年生「人権の花」贈呈式 ３年「南小４０周年お祝い会」 
 

４年生「みんなの命守り隊」 
 

５年生「南小校区 
      お宝ガイドツアー」 

4年生「みんなの命守り隊」 

 4 年生が，総合的な学習の時間で防災について学んでいます。 

「マイ防災袋」をつくった 4 年生は，先日の参観日で，保護者の 

みなさんに，避難所で活用できる便利で手軽なグッズを紹介しました。 

来週は，全校のみんなに紹介してくれることになっています。本番が楽しみです。 

５年生「南小校区 お宝ガイドツアー」 

 11 月 22 日（木）に，5 年生がＰＴＣ活動で，校区のお宝ツアーを開催しました。お客様は，保護者

のみなさん。実際に歩きながら現地をめぐり，とっておきのお宝を紹介しました。 

＜参加された保護者のみなさんの感想> 

 ○学校の外に出てのＰＴＣは初めてで，どうなることかと思いましたが，子ども達が一生懸命説明して

いる姿はとても感動しました。知っている場所や，知らなかった場所について，親の私達も詳しく知

ることができてとてもよかったです。地域の方との交流として，昔から伝えられてきたことを聞くこ

とは，海田町で育つ子どもたちにとって，とてもありがたいことですね。（5 年生の保護者より） 

 ○海田町のお宝ツアー，とても魅力的でした。生徒たちが一生懸命つくった資料は，とても分かりやす

かったです。古墳が残っているのには驚きました。近くで見ることがないので，とても勉強になりま

した。貞福寺のイチョウがとてもあざやかで，この時期に来れてよかったです。今日，見られなかっ

た別の場所も，また行ってみたいと思います。（5 年生の保護者より） 

５・６年生「海田町こども議会に向けて」 

 12 月 20 日（木），海田南小学校体育館において，海田町こども議会が開催されます。よりよい海田町

にするために， 6 年生のこども議員 3 名が，各クラスで考えた意見を述べます。 

 

 

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。 

 

 

 

 

  

１１月の各学年トピックス！ 

２年生「町探検 フジ海田店 」 

６年生「平和学習」 



第 34回安芸郡小学校陸上記録会入賞おめでとうございます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入賞 おめでとうございます！  
 安芸地区租税教育推進協議会 税に関する標語応募作品 

≪海田町教育委員会 教育長賞≫  ６年 丸下 桃和 

中国新聞社・広島国際文化財主催「みんなの新聞コンクール」 

≪ジュニア新聞の部 佳作≫    ５年 梅木 こと乃 

第８６回 全国書画展覧会  

≪画の部 特選≫  １年 德永 柑奈   １年 吉田 栞奈   １年 橋本 龍斗 

            １年 脇地 倖生   １年 藤原 歌奏   １年 舩木  楓 

            ２年 北尾 映翔   ２年 高田 佑斗   ２年 三﨑 淳平 

            ２年 渡部 航大 

  ≪書道の部 特選≫ ６年 藤川 空風 

個人懇談（「あゆみ」渡し） ～１２月２２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（１・２学期）．道徳科・総合所見（３学期） 

３・４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）． 

道徳科・総合所見（３学期） 

５・６年 ― 外国語の記録（１学期），総合的な学習の時間の様子（２学期） 

道徳科・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位　藤原　颯大 １位　武智　亮真 ３位　河原　綾 ３位　高松　紗希

６位　藤原　颯大 １位　武智　亮真 3位　海田南Ａ

　　 上原　青泉

　髙松　咲希

１５秒４ １３秒６ ５９秒８

6年女子４００ｍリレー

三戸　萌寧

大中　友維

１５秒１

6年男子80mハードル走

6年男子100ｍ走5年男子100ｍ走

5年男子80mハードル走

１３秒８ １２秒９ 2分４８秒４

5年女子800ｍ走 6年女子100m走


