
 

 

 

 

 

夏夏夏のののがががんんんばばばりりり！！！科科科学学学研研研究究究！！！みみみんんんなななすすすごごごいいい！！！   
９月８日（土）９日（日）に，大和ミュージアムで呉

市児童生徒科学作品展が行われました。各小学校から出

品された呉市科学賞の入選作品が展示されました。その

中で，阿賀小学校は入選作品も多く，そこから更に県科

学賞への出品作品としても多く選ばれました！ 

また，校内でも各階のワークスペースで科学作品展を開

きました。子ども達は，友達の作品を見て刺激を受けてい

るようでした。どの研究にも，その子なりの疑問や科学的

追求があり，結果が伝わるように絵やグラフなどを使って

まとめていました。各学年の作品を見るに付け，みんな本当によくがんばっているなあと感心します。 

平成３０年度 呉市児童生徒科学作品展入選 

  
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度  １０月の主な行事予定 

日 曜 朝会 主な行事 ＰＴＡ行事ほか 
下校時刻 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

１ 月 読書 ５年弁当持参 お花ボランティア 15:00 15:50 15:50 

２ 火 生活 学校関係者評価委員会      ５年弁当持参  15:00 15:50 15:50 

３ 水 読ボ4年 ５年弁当持参  15:00 15:50 15:50 

４ 木 A 日程 委員会活動/陸上同好会  15:00 15:50 

５ 金 ことば 
AGA タイム/陸上同好会/小中合同活動（ソーラン）

呉南特別支援学校交流（４年） 
 15:00 15:50 

６ 土      

７ 日     

８ 月  体育の日   

９ 火 特別日程 
小中一貫教育合同職員研修 

いじめ撲滅キャンペーン～11/9 
お花ボランティア 14:30 

10 水 読ボ５年 
アガデミア津波避難訓練・クリーンアップ阿賀 

陸上同好会 
ＰＴＡコーラス 15:50 

11 木 体育 
音楽鑑賞会（呉海上自衛隊音楽隊来校） 

陸上同好会/就学時健診 
 15:50 

12 金 ことば 大掃除（２～６年 ６校時）/陸上同好会  15:00 15:50 

13 土   阿賀中学校文化発表会  

14 日     

15 月 A 日程 
クラブ活動/陸上同好会 

諸費引き落とし 
お花ボランティア 15:00 15:50 

16 火 音楽 

呉市小中学校特別支援学級合同運動会 

小中合同活動（ソーラン） 

体罰セクハラ相談日 

 15:00 15:50 

17 水 読ボ６年 教職員研修/小中合同活動（ソーラン） ＰＴＡコーラス 13:30 

18 木 記念式 創立記念式/陸上同好会  15:50 

19 金 読書  小中一貫教育合同研究会前日準備  13:30 

20 土     

21 日   呉市小学生童話大会  

22 月 読書 阿賀中学校区小中一貫教育研究会・参観日（9:00～9:45） お花ボランティア 
12:10(バス西町 12:54) 

ソーランジュニア 13:30（バス西町 13:54) 

23 火 児童 スクールカウンセラー来校/陸上同好会（選手のみ）  15:00 15:50 

24 水 読ボ 1年 陸上同好会（選手のみ）  15:00 15:50 

25 木 体育 陸上同好会（選手のみ） 親子読書週間（～11 月 7 日） 15:50 

26 金 ことば 合唱鑑賞会（13:30～14:00）/陸上同好会（選手のみ）  15:00 15:50 

27 土  呉市小学校陸上記録会   

28 日   呉市体育祭  

29 月 読書 
代表委員会 

諸費引き落とし② 
お花ボランティア 15:00 15:50 

30 火 食育   15:00 15:50 

31 水 読ボ 2年 歯科保健指導（4年） ＰＴＡコーラス 15:00 15:50 

☆通常の下校時刻【５校時→15:00 下校 15:15 バス】【６校時→15:50 下校 16:10 バス】 

変更がある場合は，お便り・メール配信等でお知らせします。 

【１１月の主な行事予定】  

１日（木）ひろしま教育の日・学校へ行こう週間（～7 日） 

２日（金）第２回漢字検定 

５日（月）委員会活動 

１２日（月）児童鑑賞会 

１８日（日）学習発表会（１９日 代休）    

３０日（金）もちつき大会 

                           第１０号    

平成３０年９月２８日 

呉市立阿賀小学校 

１年 林  紗希「りんごのいろがかわらないようにするには」

１年 中橋 彩友「いろいろなこおり～とけにくいこおりはどれかな～」 

１年 中村 佳子「よごれおちのだいけんきゅう よごれおとしめいじんになるぞ」  

１年 平本 実夢「いろんなはっぱ」  

１年 若狹 千輝「つきのけんきゅう」 

１年 千葉 大誠「こおりのひえびえだいじっけん」 

２年 中上 歩希「うかぶかな？しずむかな？」 

２年 藤賀 玲好「お日さまのひかりで一ばんあついおゆをつくるぞ」 

２年 秦  健人「アリのすきなもの」  

２年 鍵本 有希「カタツムリのかんさつ」 

２年 市來 煌芽「だんご虫のふしぎ」 

２年 大佛 陸斗「アリのかんさつ」 

３年 中村 円香「ありのきょう力！大集合！～すぐに食べ物に集まるのはなぜ～」 

３年 市來 倖芽「おじぎ草のふしぎ」 

３年 松本 愛生「土のしゅるいと水のながれ」 

３年 平本萌々香「カタツムリのなぞ」 

３年 渡辺 颯太「しおのけっしょうはかせになろう。」 

４年 中村花穂子「カブトムシの成虫の観察 カブトムシの成虫の大きさはどうやって決まるのか？」 

４年 中橋 美友「メダカのくらし～メダカの動きをじっくり観察しよう～」 

４年 岡野内 隼「植物に色水をすわせたらどうなるか」 

４年 釘本 晋伍「いろいろな電池を作ろう」 

４年 西ジュリア「ソーラー電池と光の関係」 

４年 林  星穏「ヤモリとイモリのちがいはなにがあるのだろう？」 

４年 山根 亘燿「水とうのふしぎ」 

５年 渡辺 琴音「塩の結晶の研究」 

５年 小出 崇弘「よく飛ぶ飛行機２０１８」 

５年 田中 秀醐「身近な紙のきゅうしゅう力」 

５年 実下 桃花「ミラクル朝顔への３度目の挑戦」 

５年 宮﨑 咲帆「種子をリユースしよう」 

６年 小川潤之助「紫外線で光る食品！？」 

６年 石井 菜那「ペンデュラムウェーブの研究」 

６年 鍵本 真帆「紙笛の研究～大きな音を出す条件～」 

６年 上野 真央「うき草・水草の研究～光合成の条件を調べよう～」 

６年 岡野内ひかり「植物と水の通り道～水が植物に入って出るまで～」 

６年 川西 由奈「洗たくの科学」 

学学校校教教育育目目標標「「ととももにに伸伸びびるる」」主主体体的的にに学学びび，，ととももにに伸伸びびよよううととすするる児児童童のの育育成成ををめめざざしし，，教教職職員員がが一一丸丸ととななっってて取取りり組組みみまますす。。  
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科学研究  理科は，問題解決学習といわれています。身近な自然現象に関心を持ち，疑問を膨らませ，試行錯誤し

て解決へと向かうからです。もちろん失敗も成果へと繋ぐ大事な過程です。失敗を積み重ねるからこそ，改善点を

思考し成功へと向かうことができます。毎年夏休みに，苦労しながらも，問題解決にあたる経験は，着実に科学的思

考力を育てます。 

ワンポイントアドバイス  科学研究では，写真よりも絵で表すことが推奨されています。絵を描くことによって，よく

見てよく観察できるからです。よく観察すると不思議なことが発見できます。なぜだろうという新たな疑問がわい

てきます。「葉っぱに毛が生えているぞ！」「あれ？雲の動きがいつもより速い。」など，よく見ることによって気付く

ことが多いのです。※もちろん写真での表現が効果的な時もあるので，使い分けが必要ですね。 
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