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ふるさとに誇りをもち、ともに学んで未来を拓く吉浜っ子
○ともに学びを深めようとする子
○主体的に活動できる子

○感謝する心をもつ子

よいお年をお迎えください。
先日の懇談会には、お忙しいところご来校いただきありが
とうございました。今年もコロナ禍の１年ではありましたが、
これまでの学習や行事などを通して、お子さんが成長された
ことをお伝えできたことと思います。これも保護者の皆様方
の温かいご支援とご協力の賜物です。ありがとうございます。
明日からの冬休みは、ご家族一緒にクリスマスや年末年始
の行事を過ごしていただき、子どもたちには家族の一員と よしのめ クリスマス会 楽しいね
して、家のお手伝いがしっかりできるようになってほしい
と思います。寒さも厳しくなります。健康には十分留意して、元気に冬休みを過ごしてほ
しいと思います。１日も早いコロナの終息を願い、来年がよい年になりますよう祈念して
おります。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

熱戦の学年持久走記録会
12月初旬に、各学年で持久走記録会が行われました。ど
の子も自分のペースを意識しながら記録を更新しようと一
生懸命に走る姿がすばらしかったです。今年は11月から体
育の授業で、自分のペースで長い距離を走る練習を続けて
きました。更に、自主的に練習をする子もいました。当日
は練習の成果を発揮しようと、どの子も力一杯走り切りま
した。また、学年みんなで応援し合う姿は、とてもさわや
６年
スタート
かでした。走った後は達成感でいっぱいになり、気持ちの
よい汗を流しました。これからも寒さに負けない強い体づくりを目指します。冬休みもよ
く体を動かし、風邪やコロナにも負けないよう体力向上に努めてほしいと思います。

２年 生活科おもちゃまつりでは、
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学校生活から

よしのめ 落ち葉拾いありがとう

日本語教室 日本の干支と風習を学ぶ

１年体育 ﾎﾞｰﾙけり運動で勝負

６年 ﾛﾎﾞｯﾄの車をｺﾞｰﾙに向けて自
在に動かすﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸを学びました。
１年図工 クリスマスリース完成

２年音楽 鍵盤ﾊｰﾓﾆｶでｶｴﾙのうた輪奏

４年体育 学級対抗長縄跳び大会

２年 おもちゃﾗﾝﾄﾞへようこそ１年生

３年体育 長縄跳びで一致団結

４年英語 お買い物ゲームを発表

５年英語 英会話でふるさと自慢

５年理科 人の誕生の学習

６年 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ学習でﾛﾎﾞｯﾄ操作

６年家庭科 ゆで卵の調理実習

２年算数 三角定規を使って考える

３年理科 日光の進み方を鏡で実験

４年総合 南海ﾄﾗﾌ地震の被害予測

５年書写 ｢春の足音｣書き初め練習

６年 市税務ご担当による租税教室
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持久走学年記録会の結果
学年

１年

２位

１位

３位

４位

５位

内藤 智也 鈴木 陽瑛 髙島 瑞喜 長谷川大騎 加藤

６位

７位

８位

９位

悠 加藤 朝陽 中川 朝陽 中野 芯哉 三浦 結真 梅木 基成

小池 藍莉 鬼松ユウナ 寺島なつな 中川 和歌 中川 知咲 竹下 唯佳 馬塲 聖絆 花井 怜彩 森

２年

竹本

類 鈴木颯太郎 濵﨑 翔生 酒井 康允

杉浦 啓

由奈 石川乃野果

柴田 拓音 杉浦 蒼大 山上 琉馬 佐藤

松下 莉乃 加藤いおり 松下 結乃 中川真生子 長尾 柚希 神谷 朱音 黒田

３年

１０位

漸 梅田

樹

杏 綾城瑠々愛 杉村 来夏 糟谷 柑奈

畑 龍志郎 久須美葵央 桐原 悠真 松尾 大葵 川間 龍希 神谷 丈成 横井 成季 大塚 凛空 千賀 允道 百瀬 智広
長谷川琳音 坂本 陽莉 藤吉 唯夢 渡瀬にっき 牧野 桃佳 榊原 彩心 寺島 れな 野々山侑花 花井 萌彩 廣重 心愛

４年

内藤 陽向 竹本

悠 野々山裕也 三浦 永仁 髙橋 智哉 杉浦 良芽 宇津木 颯 鈴木 翔太 都築 建人 村瀬 結人

神谷 芽依 深津 風香 王子 愛望 岩月 美琴 南條 奏音 篠原 梨乃 中村莉緒奈 大塚 樺音 藤田 結月 加藤 凜乃

５年

堀

大河 谷口 和来 中川 真志 早川 幸輝 中川 真太 内藤 大護 平川

昴 加藤慎之助 早川 太偲 野田 蛍斗

中野 美和 清水 里乙 清水 万央 徳永帆乃果 山西 杏奈 野々山琴美 瀧本 彩葵 梅田 紗良 柴田 夕奈 花井 乃彩
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６位

渡瀬 来風 樋口 桔平 久須美陽生 近藤 快郁 野々山蒼太 濵武
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９位

晄 田中陽路里 綾城 琉生・杉浦憂志朗

８位

９位

１０位

酒井 紅衣・神谷 優芽 西村 汐織 馬塲 柚希 桝水 彩那 新美 咲季 伊藤 綾那 野田 萌生 橋谷 結月 奥村 綺麗

意見発表

12月23日(木)全校集会にて、１年 神谷晴香さんが、意見発表をしました。

１ねん生になってがんばったこと
１ねん１くみ かみや はるか
わたしは、１ねん生になってから１ばんがんばったことがあります。それは、生かつでべんきょう
した、あきのたのしさはっけんです。さいしょは、どんぐりごまやマラカスなど、じぶんのすきなも
のをつくって、あそびました。じぶんでつくったものであそぶのはとてもたのしくて、もっといろん
な人にしってほしいとおもいました。みんなでかんがえて、６ねん生にあきのたのしさをつたえよう
ときめました。そのとき、わたしはやるぞというきもちになれました。
わたしのチームはゆうえんちをつくりました。ゆうえんちにはロボットとローラーすべりだいとク
レーンゲームがあります。あそびにきてもらったら、100えんけんとどんぐりをわたしてゆうえんち
であそびます。
６ねん生のおにいさん、おねえさんがよろこんでくれてうれしかったです。そして、６ねん生とあ
そんだことはわすれません。
だって、わたしがあきのたのしさがわかった日だからです。
１月からもいろんなたのしさがはっけんできるようにがんばりたいです。

おめでとう
○高浜市こども食育推進協議会
ベストカワラッキー賞 ５年 板倉 暖己
６年 小原 蒼人
カワラッキー賞
２年 加藤 陽向
５年 小野田一瑠
フレンズ賞
３年 千賀 允道
２年 鑪
一希
○赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール
書道の部
優秀賞 ５年 尾﨑 丈流
ポスターの部 優秀賞
○ＪＡ共済 小中学生書道・交通安全ポスターコンクール
ポスターの部 銀賞
６年 小原 蒼人

６年
４年

千賀
加藤

小路
晴真

３年

村田

朱音

