
 

 

 

 

  

もうすぐ２学期，そして２０２１年が終わります。子どもたちは，友だちと力を合わせたり，競い

合ったりしながら，５３９名がそれぞれの目標に向かって取り組みました。コロナ禍での日々の生活

やいろいろな行事を乗り越えて大きく成長したように思います。本当によくがんばりました！ 

さて，子どもたちが心待ちにしている冬休みが始まります。年末年始は生活が不規則になりがちで

すが，計画的に過ごせるよう家庭でもご協力ください。また，忙しい時期です。家族の一員として，

家の仕事もしっかりしていけるようにしましょう。さまざまな体験を積み，充実した冬休みになるよ

う願っています。特に，健康安全には十分に気をつけて，元気に新年を迎えましょう。 

 

 

【ＡＪＶゴールド隊員認定】 ６年 大下 智生 

【ＡＪＶシルバ隊員認定】５年 池田 琥太郎 ５年 別府 旺祐  

５年 山口 来幸 ５年 赤城 琳音 ５年 正  みこと  

５年 佐  望愛 ５年 大内 詩織 ５年 鍵本 有希  

５年 谷川 十和 ５年 奥原 瑞希 ５年 宇山 昂志  

５年 秦  健人 ５年 高橋 結希 ５年 遠  汐莉  

５年 坂田 優莉 ５年 三村 悠夏 ５年 佐  愛桜  

５年 上野 心美 ５年 庄野 莉緒希 ５年 松村 碧子  

５年 小浦 歩夢 ５年 檜川 大和 ５年 平塚 陽琉 

５年 岡田 心絆 ５年 河野 寧音 ５年 佛円 美優 

【ＡＪＶ正隊員認定】５年 齋尾 莉子 

   

 

 

【特選】 
６年 新谷 紀子 「身近な月の秘密発見！！月を見て分かること」 

６年 津曲 美和 「奈良時代の食べ物を調べて作って食べてみよう！～世界とのつながり～」 

  

【入選】 
４年 岡部 葵結 「わたしたちの生活をささえるごみしょ理について」   

４年 番本 悠聖 「広告を読みくらべよう～わが家の新聞広告をてってい的に調べる～」 

４年 中村 佳子 「自分の家のごみの量をへらそう！」 

５年 秦 健人   「風向計を作って雲の動きを観察する！！」 

５年 赤城 琳音 「いろいろな花粉の運ばれ方を調べよう。」 

５年 上野 心美 「広島県産ブランド米の食べ比べをしよう！！」 

５年 坂田 優莉 「日本の水揚げ量が減少したわけとノルウェーの漁の仕方を考えよう。」 

５年 佐  愛桜 「SDGｓについて知り，自分が何をすればいいのだろうか。」 

５年 山内 春貴 「お茶をあたためたりひやしたりしたら海水と同じようにしお目はできるのか。海水と 

にたしお水でもしお目はできるのか。」 

５年 奥原 瑞希 「農産業 りんごは，どのように作られ，農家の方は，どんな努力をしているの？」 

５年 佐  望愛 「５R や SDGｓにするために，自分がやっていることできそうなことはどんなこと？」 

５年 正 みこと 「５R,７R，SDGｓについて考え，自分にできることをやってみよう！」 

５年 山口 来幸 「米がスズメに食べられない対さく方法を調べる。」 

５年 高橋 結希 『宮沢賢治の名作「注文の多い料理店」と「どんぐりと山猫」を読み比べおもしろい表現を見

つけよう』 

６年 小泉 琴晴 「資料を使って計算しよう」 

６年 松本 愛生 「月の誕生と環境」 

６年 中尾 心咲 「月と太陽」 

６年 岡部 光音 「くらしを支えている税金とは？税金の秘密について調べよう」 

６年 坊野 優月 「呉市人口の資料を見て，特ちょうや気づきをまとめよう！」 

６年 福本 美月 「太陽系と惑星について～月と太陽の関係を実験しよう～」 

６年 平本萌々香 「調べてみよう！星のひみつ！」 

６年 松本 拓也 「広島城の歴史やまめ知識などを調べてみた」 

 

  

 〇第１５回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト  

  奨励賞 ６年 陶山 埜乃 ６年 津曲 美和 

〇第６５回「くらしの文集」 

 入選 ６年 坊野 優月 ４年 林 紗希 １年 田村 萌奈 

 〇第４０回呉市入船山記念館塔時計旋律募集 

  努力賞 ２年 高橋 碧依  ５年 中澤 豊  

〇第６５回広島県科学賞 

 広島県教育委員会賞 １年 秦 和也 

〇令和３年度 第４６回「ごはん・お米とわたし」作文・図画 広島県コンクール 

 作文の部 入選 ３年 濱本 雅  

〇第４９回交通安全ポスターコンクール 

 佳作 ６年 小泉 琴晴  

〇令和３年度 呉市書写作品展  

 特選 １年 髙﨑 麻未  髙尾 悠翔  平石 陽菜  

２年 竹川 侑希  折本 玲菜  杉岡 由菜 

３年 髙田 彩帆  寺内 乃逢 

     ４年 坊野 穂稀  藤畒 奏   河本 寿弥 

５年 奥原 瑞希  前田 竜之心 福本 秀汰 

６年 末廣 凛太郎 田 幸祐  髙﨑 夕未 

   

    

 

 

 

 

 

 ※12 月 28 日（火）～1 月 4 日（火）は，学校閉庁となっておりますので，ご理解とご協力をお願い致します。 
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令和３年１２月１７日  

呉市立阿賀小学校 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

保護者の皆様、地域の皆様、今年一年阿賀小学校を見守ってくださり本当に 

ありがとうございました。お陰様で阿賀っ子達もすくすくと成長することがで 

きました。コロナウイルス感染症対策はまだ，継続していきますが，その中で 

できることを考え，来年も子どもたちと共に伸びて行きたいと思います。来年 

もどうぞよろしくお願い致します。 
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 土

2 日

3 月

4 火 学校一斉閉庁日

5 水

6 木

7 金 ３学期始業式　呉こども交通安全推進隊

8 土

9 日

10 月 成人の日

11 火 給食開始　委員会活動　身体測定(～1/19) ＰＴＡ実行委員会

12 水 ふるさと文化探訪（５年）

13 木

14 金 特別支援学級合同作品展（～1/18）

15 土

16 日

17 月
短なわ実施期間（～2/4）　諸費引き落とし①
クラブ活動(クラブ見学3-1)

1組15:50
2組14:50

18 火 職員研修　体罰・セクハラ相談日 14:15
1･2組
14:15

３組15:10
14:15

19 水

20 木 厚生部会

21 金 ＳＣ来校

22 土

23 日

24 月 クラブ活動(クラブ見学3-2) 1組14:50
2組15:50

25 火 14:15

26 水

27 木 阿賀中学校入学説明会(６年)

28 金 新１年生入学説明会　諸費引き落とし②

29 土

30 日

31 月 委員会活動 14:50 15:45

15:40

15:10

14:50 15:40

15:10

14:50 15:50

15:40

14:15 15:10

14:50 15:40

15:10

14:50

14:50

12:10

15:50

12：10下校→西町バス１２：５５，   14:15・14：50・15:10下校→バス１５：１５，　15:40･15:45下校→バス１６：１０になります。

　【２月の予定】　（急遽，変更・中止する場合もあります。ご了承ください。）
　

　

15:10

14:50 15:40

14:50 15:40

15:10

14:50

　　　　令和３年度　　　　　　　　１月の主な学校・ＰＴＡ行事
日 曜 主な行事 ＰＴＡ行事ほか 下校時刻

学校教育目標「ともに伸びる」主体的に学び，ともに伸びようとする児童の育成をめざし，教職員が一丸となって取り組みます。

３日(木) 参観日1･3・5年･おおぞら学級(交流)

４日(金) 参観日2･4・6年･おおぞら学級(交流)

７日(月) クラブ活動

１１日(水) 建国記念の日

１４日(月) 委員会活動

１５日(火) 体罰・セクハラ相談日 諸費引き落とし①

１６日(水) 職員研修13:10下校

２１日(月) 委員会活動

２３日(水) 天皇誕生日

２４日(木) 職員研修13:10下校

２５日(金) ６年生ありがとう集会 ＳＣ来校

２８日(月) クラブ活動 諸費引き落とし②


