
吉浜小学校の目指す子ども像

自分の言葉で語ることのできる子吉小だより
○よく聞き､よく考え､よく語る子 ○主体的に活動できる子学校通信 第１０号
○感謝する心をもつ子平成２９年１２月２２日

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。一年間のいろいろな学習や行事などを通して、お子さんが大きく成
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おかげです。ありがとうございます。
２４日から冬休みになります。今年は、冬休み前後の祝日や土曜日曜の

、 。 、関係で １７日間連続の休みになります クリスマスや年末年始の行事を
家族団らんで過ごしていただくとともに、子どもたちには家族の一員とし
て、家のお手伝いをしっかりしてほしいと思っています。
インフルエンザの流行の兆しが、本校でも現れはじめました。寒さが厳しい時期です。

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、全力で走りきりました

校内持久走大会が、１２月１１日（月）に行われました。子どもたちは、これまで練習
で出してきた記録を少しでも縮めようと、最後まで一生懸命走りきりました。各学年の入
賞者をお知らせします。

２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位学年 １位

堀 大河 石川琉乃介 谷口 和来 飯沼 貴一 中川 真志 平川 昴 堀 大輝 松宮 悠雅 吉田 琢磨 藤平 賢吾
１年

中野 美和 清水 里乙 山西 杏奈 徳永帆乃果 野々山琴美 三瀬 綾音 梅田 紗良 清水 万央 石川 桜花 花井 乃彩

杉浦憂志朗 生川 智也 渡瀬 来風 近藤 快郁 濱武 奏 吉田 亮真 髙原 悠冴 市古 晴真 毛受 浩人 田口 力
２年

桝水 彩那 馬塲 柚希 和田 雫月 新美 咲季 大澤 琉奈 野田 萌生 西村 汐織 神谷 優芽 伊藤 綾那 酒井 紅衣

鈴木 啓都 杉浦 悠介 丸山 夕翔 鈴木 晃午 山西 啓太 神谷 悠翔 大矢 晴斗 崎 峰久 岩月 大和 大塚 裕士
３年

山道 梨央 古川 みく 増田 咲姫 秋間ひかり 王子 愛結 小島 芽衣 小野木杏音 大賀 愛凜 竹尾 優芽 坂上 心菜

崎 剛輔 飯沼 貫太 馬塲 龍輝 藤平 優太 藤井 一畝 小池 凉矢 杉浦 雄大 押谷 貫太 生川 裕大 德永 詠介
４年

岩本 はな 城川 美佳 西村 咲良 神門 愛奈 島田 葉日 山本 葉月 中村陽茉理 伊藤 結彩 内藤 真樺 松下 明梨

１年生男子のスタートです



２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位学年 １位

田原 利矩 杉浦 悠真 福嶋 聖 早川 吏一 古川 慎人 酒井 堪台 金森 大弥 佐元 志優 大山 開 浅山 哲平
５年

松下 明莉 糟谷 香林 谷口 稚奈 武田 四季 吉永 小梅 長岡 花奈 藤井 咲楽 澤田 歩佳 丹羽亜麻音 清水 怜名

平生 健斗 森 太一 野田 裕斗 神谷 陽輝 松本 尚士 髙木 悠風 内藤 翼 加藤 純貴 樋口 颯大 磯村 拓磨
６年

中村 茉緒 義井 七夢 都築 由衣 飯沼茉奈実 防野優美香 三宅 鈴音 髙津穂乃香 林 小百合 末永ハルミ 髙瀬 さら

※今年度の１位の記録です。

１年（700ｍ） 男子 ３分０１秒 女子 ３分０３秒 ４年（1000ｍ）男子 ３分５３秒 女子 ３分５４秒

２年（700ｍ） 男子 ２分４４秒 女子 ２分４８秒 ５年（1400ｍ）男子 ５分１８秒 女子 ５分３９秒

３年（1000ｍ) 男子 ４分００秒 女子 ４分０５秒 ６年（1400ｍ）男子 ５分０４秒 女子 ５分４２秒

人権集会を開きました
児童会の皆さんが、１２月４日（月）から１０日（日）の人権週間に

合わせて、４日（月）に人権集会を開きました。あだ名に関する内容を
寸劇にして、あだ名で人を呼んではいけないこと、自分がいやなことは

相手にもしないことなど、相手を思いやる気持ちを大切にしようと、熱

のこもった演技で発表しました。また、各学級では、道徳や学活の時間

を使って人権に関する授業が行われ、意識を高めました。

細工人形が小学校の玄関に飾られました
１１月の菊まつりの後、４年生の有志の皆さん１７名が、１２月２・

３日と９・１０日の土・日曜日に、吉浜まち協の皆さんに教えていただ

、「 」 。き カワラッキーとめしどりちゃん の細工人形づくりに挑戦しました

細かい作業でしたが、みんなで協力して、４体のすてきな細工人形を完
成させました。玄関に飾ってありますので、ぜひご覧ください。

１２月２２日（金）の全校集会で、３年生の深津采那さんが、総合的な学
意見発表

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。習

みんなスマイル ３年 深津 采那

わたしは、３年生になってはじめて、総合でふくしのべん強をしました。

３年生の総合のめあては 「みんなスマイル」です 「みんなスマイル」のいみは、しょうがいのある方も、ない方、 。

も、みんなでえがおでくらそうといういみです。

総合のじゅぎょうでは、それぞれのしょうがいのある方をおまねきして、お話を聞きました。

はじめにならったのは、車いすです。車いすにのっている人は、したい不自由のしょうがいです。このしょうがい

は、手足がうごかないしょうがいです。そのしょうがいのあるすず木たか子さんは、

「しょうがいのある人を見たら、声をかけて 」。

と言われました。わたしも声をかけたいと思いました。車いすたいけんもしたので、車いすの大変さを知りました。

次に、耳の聞こえない聴かくしょうがいのあるさかきばらさんから、手で話す手話を教えてもらいました。びょう

いんでも、ほとんどのびょういんは手話で会話ができないそうです。私は、耳の聞こえない方とお話をしたいので、

がんばって手話をおぼえたいです。

次は、目が見えない視かくしょうがいのふじうらさんと、さとうさんからお話を聞きました。ふじうらさんは、ガ

イドヘルプのことを教えてくれました。ガイドヘルプは、目の不自由な人に場所などを教える人です。わたしも、ア

イマスクをして歩いたので大変さを知りました。さとうさんは、目が不自由でも、ガイドヘルプのかわりにもうどう

犬をかっていました。もうどう犬となかよくくらしてほしいと思いました。おふたりとも、がんばってほしいです。

音楽会では、手話で「あいはかつ」をうたいました。おぼえるのが大変だったけど、しょうがいのある方にも楽し

んでもらいたかったので、がんばりました。

これからも、しょうがいのことをもっと知りたいです。いっしょに楽しくできることを考えて、めあての「みんな

スマイル」をたっせいしたいです。そして、しょうがいのある方がいたら、声をかけて助けてあげたいと思います。

演技の一場面です

玄関の細工人形です



これは、１月のたよりにする

入賞おめでとう
○愛知県神社庁・中日新聞社主催「郷土のお祭りの絵」展

特選 ３年 山本 心晴 鈴木 旭

入選 ３年 青嶋 来知 平山 綾 尾関 姫夏 岡莉 季那 林 優大

村瀬 真人 角谷 美紀 村松姫花里 大賀 愛凜 小島 芽衣

○愛知県小学生陸上競技選手権大会

男子ジャベリックボール投 第２位 ５年 北岡 知也

○高浜市くふう展２０１７

優秀賞 ３年 河合 美空

○夏休み調べ学習コンテスト２０１７

優秀賞 ２年 小原 蒼人

○非行防止 地域・家庭のふれあい 交通安全等に関するポスター・図画

最優秀賞 ３年 山中 咲羽

優秀賞 ６年 森下 華衣

１１月に行われた菊まつりの後、４年生の有志の皆さん１７名が、１２月２・３日と９・１０日の

土・日曜日に、吉浜まちづくり協議会の皆さんに教えていただきながら、今年のこども菊人形「カワラ

ッキーとめしどりちゃん」の細工人形づくりに挑戦しました。とても細かい作業でしたが、みんなで協

力し合い、４日間かけて作りました。その完成作品が、今、小学校の玄関に飾ってあります。とてもす

てきな４体の作品が、本校を訪れた方々の目を楽しませてくれています。

、 （ ） （ ） 、 （ ）児童会の皆さんが １２月４日 月 から１０日 日 の人権週間に合わせて ４日 月
に人権集会を開きました。あだ名に関する内容を寸劇にして、あだ名で人を呼んではいけ
ないこと、自分がいやなことは相手にもしないことなど、相手を思いやる気持ちを大切に
しようと、熱のこもった演技で発表しました。また、各学級では、道徳や学活の時間を使
って人権に関する授業が行われ、意識を高めました。

児童会の皆さんが、１２月４日（月）から１０日（日）の人権週間にちなみ、４日（月）に人権集会を

開きました。あだ名に関する内容を寸劇にして、相手を思いやる気持ちを大切にしようというメッセー

ジを発信してくれました。自分がいやなことは相手にもしないこと、自分はいいと思っても相手はどう

思っているかわからないので、そういうことはしないこと、特に、あだ名で人を呼んではいけないこと

など、迫力のある演技でわかりやすく発表してくれました。また、各学級でも道徳や学活の時間を使っ

て、人権に関する授業が行われ、意識を高めました。






