
 

 

 

 

 

 

 

 
今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

２週間あまりの冬休みを終え，学校では，いよいよ３学期が始まりました。進級，進学に向けてまとめを

する重要な学期です。教職員一同，力を合わせて子どもたちのために全力で教育活動に取り組みます。引き

続き，本校の教育活動にご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

【３学期始業式】 重森  栄理  校長の話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童代表の言葉「３学期にがんばりたいこと」（２年１組  新田 大翔 くん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの各教科における「基礎・基本」「活用」の力を調査するとともに，生き生きと学校生活を送

るための総合質問紙調査（i-check）を実施します。教科の学力調査は，１・２年生が国語と算数の２教科，

３～６年生が国語と算数と理科の３教科で実施します。出題範囲（内容）は，いずれも各学年の２学期まで

に学習した内容です。これまでの学習内容をしっかり復習して調査実施に備えましょう。 

 

 

６年生のみなさんはもうすぐ中学生です。中学校の授業や生活について知り，これから必要な準備物や心

構えを学びます。（※ 児童は学校から教師が引率して行きます。） 

【海田中学校】１３：４０～１５：３５ 学校説明・体験授業・部活動見学 

（１４：４５～１５：３５ 保護者説明会  その後，体操服の申込） 

【矢野中学校】１３：４０～１５：３０  学校説明・授業見学（保護者説明会は 2月 13日に行われます） 

 ～睦月～ 
January 

なぜ「JAK」が大切なのかでしょう。このまま人工知能が発達し続ければ，皆さんが大人

になる 2045 年には今有る仕事のほとんどはロボットに奪われるそうです。でも，人工知能

には決定的な弱点があります。それは，人工知能は『主体性』や『自分の意思』を持たない

ことです。そのため，人が当たり前に行っている『なぜ？』という問いを持つことや，ふと

した課題に『何かひらめいて行動する』ことはできないのです。また，人工知能のもっとも

苦手な分野は『読解力』だそうです。『読解力』は国語や社会の教科書をしっかり読むこと，

算数の文章問題を解くこと，道徳で人の気持ちを考えることなど，学校の授業を大切にする

ことで，『人』である皆さんにばっちり身につくのです。海田南っ子は，2045 年を生きぬく

人になるため，毎日の学習を一生懸命して読解力をつけ，JAK をすすめていきましょう。 
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３学期にがんばりたいことは，友だちのことを考えて行動していくことです。 

理由は，ぼくが泣いていたら，たくさんの友だちが心配して集まってきてくれ

て，なみだをふいてくれたことがあったからです。そのとき，ぼくはとてもうれし

かったです。ぼくは，心配をしてくれた人に「ありがとう。」と言いました。 

ぼくも，こまっている友だちがいたらやさしくしていきたいなと思います。 

 



参加しましょう！南小校区とんど祭 ～１月１３日（日）12時～ 

                東地区とんど祭   ～１月１９日（土）14時～ 
1月 13日（日）午後 12時から，南小グランドで南小校区自治会連合会による「とんど祭」

が，19日（土）午後 14時から，東地区「とんど祭」が開催されます。一年の無病息災を願う

大切な地域の伝統行事です。子供さんと一緒にご家族総出でご参加ください! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行事 日 曜 行事 

1 火 元日 21 月 研究授業（特別活動）4-3 

2 水 
 

22 火 
音楽朝会 1年昔遊び（3・4ｈ） 
海田中体験入学・入学説明会（6年生・保護者）ＰＭ 
矢野中体験入学（6年生）ＰＭ 

3 木  23 水 登校指導 スクールカウンセラー相談日 12:40～16:40 

4 金  24 木 マラソン大会 

5 土  25 金 研究授業（外国語）6－3 

6 日  26 土  

7 月 始業式 給食開始 下校指導  給食費・諸費振替 27 日  

8 火 委員会活動  28 月 クラブ活動（3年見学） 

9 水 登校指導 はなみずきあいさつ運動（児童会） 29 火 児童朝会（児童会引継ぎ式） マラソン大会予備日 

10 木 あいさつ運動（2-3・4-3） 30 水 3年ふるさと館見学 

11 金 児童会改選説明 31 木 新１年生一日入学 

12 土  【２月の主な行事】 
４日（月）委員会活動 
５日（火）全校朝会，給食費・諸費振替 

  ７日（木）あいさつ運動（1-1，6-1）， 
学校保健委員会 

１２日（火）児童朝会 
１４日（木）避難訓練（地震） 
１５日（金）参観・懇談会（下学年・たんぽぽ）， 

給食費・諸費再振替 
１８日（月）クラブ活動（３年見学） 
２１日（木）あいさつ運動（1-2・6-2） 
２２日（金）参観・懇談会（上学年），４年ＰＴＣ 
２３日（土）郡サッカー大会（熊野町） 
２５日（月）スクールカウンセラー相談日， 

委員会活動 
２６日（火）音楽朝会 
 

13 日 海田町成人祭  とんど（南小グランド） 

14 月 成人の日 

15 火 
全校朝会  研究授業（道徳）4-2 
給食費・諸費再振替 

16 水 
CRT標準学力調査（全学年） 
体罰・セクハラ相談日 

17 木 3年そろばん教室 

18 金 3年そろばん教室  PTA会費集金日 

19 土 
安芸郡小学校ミニバスケットボール大会（府中町） 
東地区とんど 

20 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！  

第２６回 海田町内小中学校読書感想文コンクール 

＜入賞＞ 田添 駿亜（1年） 坂本  湊（2年） 

古藤 新結（3年） 吉田  晄（4年）   

大藤 彩未（5年）  森  亮太（6年） 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 
「350！（さあゴー！）ベジ食べる朝ごはんレシピ」 

 ＜佳 作＞ 上野 莉花（1年） 

料理名「ベジータパン」                  

「朝ごはん 川柳」 

   ＜優秀賞＞ 藤原 弘宣（1年生 保護者） 

      「本当は 和食たべたい しじゅうはち」 



５年生「宝物を紹介しよう」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６年生「オリンピック・パラリンピック」 
東京オリンピックで見たい競技を決め，理由や日程を
説明しています。 

 

海田南小学校では，１・２年生が年に数回，外国人の先生と英語で遊び，３・４年生から週１時間の外

国語活動，５・６年生は週２時間の外国語科の内容を踏まえた外国語活動をしています。平成３２年度か

ら実施される新学習指導要領の先行実施です。もともと海田町は，外国語活動に力を入れてきました。今

の６年生も，ダニエル先生と英語で遊び，３年生から担任の先生や鈴木めぐみ先生と学ぶ中で，英語の力

をつけてきています。1月 25日（金）は６年３組さんにおいて，海田町の先生が集まって，外国語の研究

授業を行います。グローバル社会の到来です。だれもが，どんな国の人とも考えを交流し，共存していく

ことが大切な世の中です。 

 

辞書を使って自分の宝物を英語で書いています。 
 ３学期はこれを使ってクイズをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国語の学習 楽しいな！ 

 

校内マラソン大会 1月 24日（木）（予備日 29日） 
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，1 月 9 日（水）～22 日（火）

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。 

（スタート時刻は あくまで予定ですので 天候等により 変更の場合もあります。） 

 

 

 

 

 

 

※保護者の方は，児童の待機場所（スタンド内）やマラソンコース内での応援はできません。上から応援し

てください。※防寒着・タオル・水筒は必ず持たせてください。※駐車場はありません。 

 

 

 

 

 

 

【スタート順とスタート予定時刻】 

① ２年生－9：35  ② １年生－9：45 

③ ３年生－9：55  ④ ４年生－10：35 

⑤ ５年生－10：45  ⑥ ６年生－11：00 

規則正しい生活リズムで健康な体に！ 
２週間余りの「冬休み」の間に生活のリズムが崩れていませんか？ 生活のリズムを整えることは，

自分の体の健康にとってとても大事なことです。次の３つのことに気を付けましょう。 

① 十分な睡眠をとること（早寝・早起き）   ② 栄養バランスのとれた食事（朝ご飯も！） 

③ 適度な運動（自分の体力や体調に合わせた運動） 

また，寒い冬に流行しやすい病気予防のために，次の２つのこともあわせて気を付けましょう。 

①  手洗い・うがいの励行    ② マスクの着用 

これからの寒さ厳しい冬を健康に過ごし，   

元気に学年のまとめをしていきましょう。 



１年生「地域の方と昔遊び」 
1月 22日（火） 

 

４年生「二分の一成人式」 
    2月 22日（金） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５年生「6年生を送る会」 
     3月 1日（金） 

 
5 年生が中心となり，お世話

になった 6 年生に感謝の気持ち

をこめて「6 年生を送る会」を開

きます。卒業する 6 年生から，

南小のリーダーとしてのバトン

を引き継げるようにがんばって

いきます。 

６年生「卒業式」 
     ３月 20日（水） 
 

 6 年間の集大成としての「卒業

式」に向かって，小学校生活の最

後の 3 学期をがんばります。6

年間お世話になった地域の皆

様，家族の皆様への感謝の気持

ちを，卒業式で表したいと思い

ます。 

 

3 学期の各学年の主な学習や行事を紹介します。応援よろしくお願いします。ご家庭でも，どんな様子

なのか詳しく子供さんに話をお聴き下さい。         ※写真は，昨年度の児童の様子です。 

 

 

地域の昔遊び名人の皆様にお 

 越しいただき，「昔遊び」を教え 

 ていただきます。コマ，たこ， 

竹馬などの遊びを通して，地域 

の方との交流を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで自分達の成長を振り 

返り，自分の成長を支えてくれ 

た人に感謝の気持ちを伝えます。 

また，将来の自分を思い描き， 

自分の夢を発表します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

２年生「ありがとう発表会」 
2月 15日（金） 

  

 2 年生最後の参観日には，自

分の成長を振り返り「ありがと

う発表会」を行います。自分た

ちを支えてくださった方へ感謝

の気持ちを持つとともに，３年 

生への意欲につなげます。 

 

３年「ふるさと館見学」 
1月 30日（水） 

 

「ふるさと館」の見学を通し

て，昔の暮らしと今の暮らしを

比べます。総合的な学習ではゲ 

ストティーチャーを招いて，海

田南小学校の歴史についてお話

を聞きます。 

3学期の各学年のお楽しみ 

 

来年度のクラブ活動 ボランティアを募集しています 
 南小では，４・５・６年生の児童が，年間 10 回の予定で，楽しくクラブ活動に取り組んでいます。今年

度は，地域の皆様にご協力いただき，グランドゴルフクラブを指導していただいております。来年度のクラ

ブ活動のボランティアを募集しています。料理，手芸，囲碁将棋，書道，落語，手品，和楽器，ブラスバン

ドなど，子どもたちにご指導いただける保護者の皆様・地域の皆様がおられましたら，学校までご連絡くだ

さい。どうぞ，よろしくお願いいたします。ご連絡・お問い合わせ等は教頭 永野真まで（822-6776） 

 

 

 


