吉浜小学校の目指す子ども像

吉小だより

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
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○ともに学ぼうとする子
○感謝する心をもつ子

○主体的に活動できる子

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。一年間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。
24日から冬休みに入ります。クリスマスや年末年始の行事を、ご家族一
緒に過ごしていただき、子どもたちには家族の一員として、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。また、これから寒さが
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。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

校内持久走大会、力走でした

２年生女子

３年生男子

６年生男子

校内持久走大会が、12月５日（水）に行われました。子どもたちは、これまでの記録を
少しでも縮めようと、最後まで全力で走りきりました。各学年の入賞者をお知らせします。
学年

１年

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

内藤 陽向 宇津木 颯 杉浦 純平 高橋 智哉 鈴木 翔太 都築 建人 神谷 凪音 杉浦 良芽 梶原 斗真 野々山裕也
王子 愛望 神谷 芽依 深津 風香 中村莉緒奈 和田 凛夏 南條 奏音 大塚 樺音 岩月 美琴 古橋 結菜

２年

１０位

堀

大河

石川琉乃介 谷口 和来 中川 真志

平川

昴

濵島 怜

早川 太偲 澤田 蒼輔 尾﨑 丈流 加藤慎之助 内藤 大護

中野 美和 山西 杏奈 徳永帆乃果 清水 万央 清水 里乙 野々山琴美 梅田 紗良 杉浦 結香 西東 莉緒 髙原 怜美

３年

市古 晴真 渡瀬 来風 吉田 亮真 近藤 快郁 生川 智也 髙原 悠冴 杉浦憂志朗 田中陽路里 野々山蒼太

川﨑 柊

桝水 彩那 酒井 紅衣 野田 萌生 馬塲 柚希 神谷 優芽 新美 咲季 和田 雫月 髙木 心喜 西村 汐織 新実 詩織

４年

杉浦 悠介 山西 啓太 岩月 大和 大塚 裕士 鈴木 晃午 大矢 晴斗

崎 峰久

小島 完太 鈴木 啓都 安江 幸樹

山道 梨央 古川 みく 大賀 愛凜 秋間ひかり 増田 咲姫 王子 愛結 加藤 由怜 小島 芽衣 石山 玲奈 柴田 実優

５年

飯沼 貫太 馬塲 龍輝 藤平 優太 崎

剛輔 小池 凉矢 押谷 貫太 德永 詠介 杉浦 雄大 杉浦 博幸 國松 悠希

岩本 はな 城川 美佳 中村陽茉理 西村 咲良 神門 愛奈 伊藤 結彩 内藤 真樺 島田 葉日 中根 美結 藤田 彩妃

６年

宇都 颯太 金森 大弥 中川 煌大 山道 陸斗 田原 利矩 足立 泰清 原田 颯太 福嶋

聖 佐元

志優 杉浦 悠真

糟谷 香林 松下 明莉 澤田 歩佳 谷口 稚奈 武田 四季 長岡 花奈 藤井 咲楽 川﨑 凛花 丹羽亜麻音 中川 日和

※平成30年度校内持久走大会の１位の記録です。
１年（700ｍ） 男子 ３分００秒 女子 ３分０９秒
２年（700ｍ） 男子 ２分４８秒 女子 ２分５６秒
３年（1000ｍ) 男子 ４分０１秒 女子 ４分１８秒

４年（1000ｍ）男子 ３分５２秒 女子 ４分０４秒
５年（1400ｍ）男子 ５分１９秒 女子 ５分３１秒
６年（1400ｍ）男子 ５分０８秒 女子 ５分４４秒

生活科「秋祭り」（１年）
１年生の生活科では、12月４日（火）と７日（金）に、吉浜幼
稚園、吉浜保育園、吉浜北部保育園、さんさん保育園の年長さん
を招いて、秋祭りを行いました。秋の校庭や公園で見つけたドン
グリや松ぼっくりなどを使っておもちゃなどを作り、お店を開い
て園児たちに楽しんでもらいました。「いらっしゃいませ」「あり
がとうございました」と元気に声をかけ、お兄さん、お姉さんぶ
りを発揮して、やさしく園児に接する姿に、成長を感じました。

どんぐりのすべり台で遊ぼう

総合的な学習「プログラミング」（４年）
４年生は、12月４日（火）・６日（木）・11日（金）に、新学習
指導要領の先行授業として、愛知教育大学 齋藤ひとみ教授のご
指導の下、４人のインストラクターの学生から手ほどきを受け、
プログラミングについて学びました。子どもたちは個々にタブレ
ットを操り、Scratch（スクラッチ）というソフトを使って、ペア
でオリジナルのダンスの設計図を制作しました。子どもたちは、
最後までいきいきと取り組み、
「難しいと思ったけど楽しかった」
「ダンスを見せ合っておもしろかった」などの声がありました。
どの子も今後の学習への期待を膨らませました。

作ったダンスを見せ合おう

社会科「吉浜の魅力放送局」（５年）
５年生は、11月から12月にかけて、社会科でメディア産業につ
いて学習しました。その学習を更に深めるため、各学級で吉浜の
魅力を調べ、ニュース番組として制作しました。12月14日（金）
には、地元のテレビ局(KATCH）で放送するための撮影を行いまし
た。この内容は、年明けの１月27日（日）に「Go！Go！スクール
キッズ」（KATCH）で放送されます。

意見発表

撮影の準備中です

12月21日（金）の全校集会で、３年生の新実詩織さんが、総合的な学習
で学んできた福祉について発表しました。その内容を紹介します。

もうどう犬はがんばりやさん

３年

新実

詩おり

わたしは、３年生のそう合の時間に、「みんなスマイル」というふくしのべん教をしています。目の見えないしか
くしょうがいのふじうらさんや、耳の聞こえないちょうかくしょうがいの吉田さん、足の不自由なすず木さんから、
ふだんのくらしの様子を聞きました。アイマスクやイヤーマフをつけてしょうがい者体けんをしたり、高れい者体け
んをしたり、１日車いす体けんをしたりしました。
べんきょうの中で、１番心にのこったのは、もうどう犬のペイジ君との出会いです、もうどう犬は、目の見えない
しかくしょうがいの人を助ける犬です。電柱やかんばんをよけて、しかくしょうがいの人をゆうどうします。体育館
で、ペイジ君は安全にゆうどうし、「シット（すわれ）」と言われると、すぐにすわっていました。ちゃんと言われた
通りに動くことができてびっくりしました。わたしは、もうどう犬について調べてみました。もうどう犬は、子犬の
ころは、パピーウォーカーとよばれる家族にそだてられ、そのあと、もうどう犬のくん練をうけます。しっかりくん
練をうけてそつぎょうすると、もうどう犬のしごとにつきます。なんか、人間みたい。ペイジ君のようなもうどう犬
のことを、みんなにつたえる犬もいます。それから、気をつけることが二つ分かりました。一つ目は、もうどう犬に
会ったら、そっと見守ることです。かわいいと思って話しかけてはいけません。それは、きちんとくん練されていて
も、気がちって仕事ができなくなってしまうからです。遊びたくなっても仕事をするなんて、すごいなと思いました。
二つ目は、もうどう犬を見つめないことです。もうどう犬は、目の見えない人と生活しています。なので、見つめら
れることになれていない場合があるからです。このようにもうどう犬は、がんばっています。もうどう犬がたくさん
いると、いまの社会に役立つと思います。みなさんもやさしく見守ってあげてください。
ふくしのべんきょうを通じて、少しでもしょうがいがあるだけでも、ふだんのくらしをふつうにすることはとって
もたいへんだと思いました。しょうがい者の人が、何にこまっているのかわかったので、見かけたら声をかけて、助
けてあげたいです。そして、こまっている人が、えがおになれるように、みんなスマイルで、見たこと、聞いたこと、
たいけんしたことをみんなにつたえたいです。

