
 

 

 

 

 

 

 

 
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  石原 丈太郎 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。ご家庭でも学習内容をしっかり復習して力を出し切りましょう。 

 ～睦月～ 
January 

なぜ「JAK」が大切なのでしょうか。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，人間の能力を超え，多くの職業が人口知能やロボットに置き換え可

能であると言われています。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「自分の意志」を持たないことです。そのため，人間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，美しい音楽を聴いて涙を流したり，物語を読んで心がゆれたりと

いった「感動する」こともできません。人工知能は，人間が入力した膨大な情報を組み合わ

せて判断をする機械です。人の気持ちに寄り添いながら，声のかけ方を変えたり，意味もな

く感動して涙したりすることはないのです。つまり，人工知能は，自分の頭で主体的に，総

合的に考えて，状況や人の気持ちを考えて行動することはできないわけです。 

 海田南っ子は，2045 年を生きぬく人になるため，人の気持ちを自分で考えたり，勉強を

自分から一生懸命したりする子，つまり JAK そしてＨをすすめていきましょう。 
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ぼくは 3 学期にがんばりたいことを３つ決めました。1 つ目は，授業中，2 学

期よりもたくさん発表をすることです。自分の考えや思いをはっきりと言えるよ

うになりたいと思っています。そのために，2 学期からがんばっている読書を続

けていきたいと思っています。2 つ目は，字をきれいに書くことです。字をきれ

いに書くと，気持ちもぴしっとするし，読んでくれる人も読みやすいと気づきま

した。だから，連絡ノートや授業のノートも丁寧に書こうと思います。3 つ目

は，JAK＋H をがんばります。ぼくはもうすぐ 3 年生になります。今まで，いろ

いろなことに挑戦してできるようになったことがたくさんありました。次は，自

分のことだけでなく，人のためになることを考え，進んでしていきたいと思いま

す。３つのことを達成できるようにがんばります。 



参加しましょう！南小校区とんど祭 ～１月１２日（日）12時～ 

                東地区とんど祭   ～１月１８日（土）14時～ 
1 月 12 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，18 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 水 元日 21 火 
スクールカウンセラー相談日（9：30～12：30） 
海田中・矢野中体験入学説明会（6 年生・保護者）
バスケット練習 

2 木  22 水 授業研究道徳（4－3） 

3 金  23 木 
音楽朝会 ＰＴＡ会費集金 海田西中入学説明会 
バスケット練習 

4 土  24 金 バスケット練習 

5 日  25 土 安芸郡小学校ミニバスケットボール大会（府中町） 

6 月  26 日  

7 火 始業式 給食開始 下校指導  給食費・諸費振替 27 月 委員会 

8 水   28 火 
料理講習会 5 年   スクールカウンセラー相談日

（9：30～12：30） 

9 木 
全校朝会  小中合同挨拶運動（6‐2・1‐2） 
合唱練習 バスケット練習 

29 水 児童朝会（児童会引継ぎ式） 

10 金 ＣＲＴ学力テスト・i-ｃｈｅｃｋ（全学年）  30 木 ＰＴＡ読み聞かせ  授業研究算数（5－1） 

11 土  31 金 新１年生入学説明会（ＰＭ） 

12 日 海田町成人祭  とんど（南小グランド）  
【２月の主な行事】 

３日（月）租税教室（6 年） 

４日（火）道徳研究授業（2‐1） 

５日（水）郡教研（教職員研修のため 13 時に下校）           

給食費・諸費振替 

  ６日（木）あいさつ運動（1-3，6-3），全校朝会 

７日（金）３年ふるさと館見学 

１２日（水）薬物乱用防止教室（6 年），体罰セクハラ相談日 

１４日（金）参観・懇談会（下学年・たんぽぽ） 

１７日（月）クラブ活動（3 年見学），給食費・諸費再振替 

２１日（金）参観・懇談会（上学年），４年ＰＴＣ 

２２日（土）郡サッカー大会（熊野町） 

２５日（火）心の元気推進協議会， 

スクールカウンセラー相談日（9：30～12：30） 

２８日（金）6 年生を送る会，学校関係者評価委員会 

13 月 成人の日 

14 火 合唱練習 バスケット練習 

15 水 体罰・セクハラ相談日  給食費・諸費再振替 

16 木 合唱練習  バスケット練習  

17 金 昔遊びの会（1 年） 合唱練習 

18 土 東地区とんど 

19 日 
第 14 回ヴォーカルアンサンブルコンクール 
（6 年希望者出場）   

20 月 クラブ バスケット練習 

 

 

 

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】１３：４０～１５：４５ 学校説明・体験授業・部活動見学 

（１４：４５～１５：４５ 保護者説明会  その後，体操服の申込） 

【矢野中学校】１３：３０～１５：３０ 学校説明・授業見学 ※保護者説明会は 2 月 13 日（木）です。 

5 年生が活躍

する場です。 



５年生 「おすすめの旅行プランを立てよう」 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６年生 「小学校生活の思い出」 

修学旅行，野外活動，運動会など楽しかった思

い出を英語で伝え合いました。 

ポスターセッションで， 

グループごとに思い出を 

紹介し合いました。 

 

 

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ふまえた外国語活動をしています。令和２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。 

１・2 年生はダニエル先生と英語を学び，３年生から担任の先生やＪＡＬＴの野村奈津子先生と学ぶ中

で，英語の力をつけています。11 月には，５年３組において，外国語の校内研究授業を行いました。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 

 

  

自分の行ってみたい国や，行ってみたい場所 

について，ガイドブックにまとめて，友達に 

英語で伝え合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国語の学習 楽しいな！ 

 

１年生 「くだものの言い方を知ろう」 

「オレンジ」「アップル」「バナナ」「チェリー」 

いろいろな果物の英語での言い方を知り，ゲーム

などで，楽しみなが 

ら英語を身につけてい 

ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

分の体に，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。 

４年生 「天気に合った遊びを考えよう」 

天気や遊びの英語での言い方を知り，自分は

どんな遊びが好きかを英語で伝え合いました。 

Ⅰ like  soccer. 

Ⅰ like  baseball. 

学習後，みんなで外で 

元気に遊びました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

第 14回 ヴォーカルアンサンブルコンクールに 6年生が出場します！ 
1 月 19 日（日）エリザベト音楽大学セシリアホールで行われる「第 14 回ヴォーカルアンサンブル

コンクール」に，6 年生 41 名が出場します。子供達は，コンテストに向かってグループで美しいハー

モニーを奏でることができるように，練習に励んでいます。当日も，練習の成果を発揮してがんばって

ほしいと思います。なお，鑑賞には入場券が必要です。当日券 1,000 円となっています。みんなで応

援しましょう！  ※前売券（800 円）が若干学校にあります。先着順です。お問合せは教頭まで。 



１年生「地域の方と昔遊び」 
1月 17日（金） 

 

４年生「二分の一成人式」 
    2月 21日（金） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５年生「6年生を送る会」 
     ２月 28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「卒業証書授与式」 
     ３月 19日（木） 
 

 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，卒業証書授与式で表した

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。こま，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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 年生最後の参観日には， 

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 14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」 
２月７日（金） 

 

「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 10 回（月に 1 回程度）の予定で，楽しくクラブ活動に取り組ん

でいます。今年度も，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

校まで是非ご連絡ください。ご連絡・お問合せ等は教頭 永野真まで（822-6776） 

 

 

 

 


