
 

 

 

 

  

２月も残すところわずかとなりました。学校では，３月６日までのまん延防止重点措置によって，引

き続き，感染症対策を継続しています。 

３月１９日（土）は卒業証書授与式，２５日（金）は，修了式。子どもたちは，学年のまとめ・新

年度に向けての準備を着実に進めているところです。 

 

 

【特選】 
３年 大塚 緋奈乃 「フードロスのことを調べて自分たちに今何ができるか考えよう」 

３年 中村 果廉 「地域の子ども１１０番の家を見つけて子ども１１０番の始まりを調べよう。」 

４年  坊野 穂稀 「食べ物の成分表を見て，くらべたり，体のどこに役立つものなのかを調べたりしよう！」 

５年 佐  望愛 「いろんなものをとかそう！比べよう！」 

６年 津曲 美和 「『解体新書』を習って解剖学専門のおじいちゃんに質問してみた  

＋自分で手作り解剖体験をしてみた」 

６年 福本 美月 「地球温暖化と世界の環境」 

６年 西木 優愛 「てこのはたらきで，学校でやった実験を簡単に家でできるのか作ってやってみよう。」 

  

【入選】 
３年 濱本 雅 「昔の阿賀の歴史を調べて，今とのちがいをみつけよう。」 

３年 松村 玲育 「身の回りのじしゃくを調べよう。」 

３年 別府 愛咲 「ほかの国の土地のとくちょうや人々のくらしを調べよう。」 

４年 岡部 葵結 「広島のかくれた名産，尾道帆布」   

４年  平本 実夢 「調べてみよう！冬の夜空」 

４年  野村 朱李 「冬に見られる花について調べよう。また，季節によってさく花の種類がちがうのか？」 

４年 中村 実穂子 「分数～どうすれば等分できる？～」 

４年 林 紗希  「伝えたいわたしたちのふるさとの食」 

４年 布川 真帆 「おもしろ数え方」 

５年 石﨑 悠生  「物のとけ方～水と炭さん水のちがい～」 

５年 中本 征伸 「いろんなのみ物に塩をとかすとどうなる？」 

５年 奥原 瑞希 「ものがとけるとき，１回に入れる量を変えるとどうなるの？」 

５年 正  みこと 「だしで変わる？みそしるの味」 

５年 眞木 杏菜 「比べよう！いろんなだしの「味，色，におい」」 

５年 山口 来幸 「スーパーで割合はどのくらいあるのか。」 

５年 山下 史織 「いろいろなものを水にとかして，かぎりがどのくらいあるか調べよう！ 

５年 中上 歩希 「ものが水にとける量を調べてみよう！」 

５年 前田 竜之心「海水 100ml から取れる塩はどのくらいか調べよう」 

５年 上野 心美 「我が家の食品ロスについて」 

５年 坂田 優莉「家で味噌を作ってみよう！」 

５年 佐   愛桜「いろんな出汁じるを使って味比べをしよう！」 

５年 庄野 莉緒希「調べてみよう！！自然災害などについて。」 

 

５年 松村 碧子 「毎日の食事を五大栄養素でふりかえろう！」 

５年 橋本 依蕗 「全国ご当地お味そ汁調べて，その一つを作ってみよう！！」 

５年 濱田 寛士 「みそしるは場所によって味や入っている実はちがうのか調べる。」 

５年 大本 卯希 「作って比べよう！いろんなみそしる」 

５年 高橋 結希 「世界の言語を日本語にやくそう。」 

５年 佛円 美優 「ふりこのきまりを生かして「ペンデュラムウェーブ」を作ってみる！！」 

６年 松本 愛生 「てこの原理が使われている物を調べる。」 

６年 小泉 琴晴 「身の回りのてこを利用した道具はどんなしくみだろう。」 

６年 新谷 紀子 「原爆について知ろう～同じ過ちを繰り返さないために私たちができること～」 

６年 大下 智生 「身近にある自転車にはどんなてこがつかわれているだろう。」 

６年 平本 萌々香「実験して知ろう！てこのはたらき！」 

６年 細田 壮真 「広島の原子爆弾についてしらべよう。」 

６年 岡部 光音 「実験して調べる！てこのひみつ」 

６年 髙﨑 夕未 「1 月の献立を栄養を考えて，表にまとめ，朝・昼・晩の献立を実際に作ってみよう」 

６年 坊野 優月 「持久走のコツとは？走り方や呼吸法を調べて、タイムを縮めよう！！」 

６年 矢野 愛羅 「てこの原理を使ったものとは何なのか？？」 

６年 田 日陽 「家庭で使われている身近なてこを探し、３パターンに分けよう」 

 

 

  

 〇第２２回未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール 

 呉海上保安部長賞 ６年 金本 香鈴 

優秀賞 ３年 弓矢 壮助  ５年 赤城 琳音 

〇第２０回 ドコモ未来ミュージアム 

 入選 ６年 津曲 美和 
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【なわとび台が大人気！！】 
保護者の皆さんも懐かしく思われ

るかもしれません。「寒いのに・・・」

「痛いのに・・」。子どもたちは，３

学期に入り，体育の学習で，「なわと

び」に取り組んでいます。２月上旬

には，なわとび認定がありましたが，

その後も継続して，大休憩や昼休憩

も難しい技に挑戦したり，跳ぶ楽し

さを味わったりしています。これか

らも，外で元気にしっかりと体を動

かして，体力を高めてほしいです。 

【無言清掃】 
先日，学校のポンプ室の修理をし

てくださった方の話です。「子ども

たちは，静かに話をせずに掃除をす

るんですね。」ポンプ室から修理を

終えて出てこられた時に，そうおっ

しゃられていました。阿賀小学校で

は，当たり前にしている「無言清掃」

は，素晴らしいことであるのを改め

て実感しました。 

集中して無言で丁寧に掃除をし

て，学校をきれいにする取組を阿賀

小学校の伝統として今後も続けて

いきたいです。ＡＪＶでも，生かさ

れています。 

【呉市小学校 
子ども図画作品展の掲示】 

子ども図画作品展の入賞作品の中

から学年で選ばれた作品を校内の掲

示板に展示しています。子どもたち

が，表したいことを絵に表していま

す。今年度は， 

美術館での展 

示がありませ 

ん。ご了承く 

ださい。 

【参観日・PTA 総会について】 
先日，メールでお伝えしました

が，３月に予定していた参観日が中

止となりました。それに伴い，PTA

総会についても，文書決裁で行う予

定です。後日，プリントを配布いた

しますので，ご確認ください。 



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 火 14:15

2 水

3 木 特別日程

4 金 特別日程

5 土

6 日

7 月 特別日程　諸費引き落とし①

8 火 特別日程　諸費引き落とし②

9 水

10 木 阿賀中ソーラン講習会（６年）

11 金 特別日程

12 土

13 日

14 月 ６年特別日程 14:50

15 火 体罰・セクハラ相談日 14:15

16 水 特別日程

17 木 卒業証書授与式リハーサル(６校時) 15:10

18 金
卒業証書授与式前日準備　1～3年･6年
給食後下校　4･5年準備後下校
６年給食終了

13:30

19 土 第144回卒業証書授与式 10:30

20 日

21 月 春分の日

22 火 14:15

23 水 　　

24 木 １～５年給食終了　

25 金 修了式　送別式

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

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

14:15

15:10

14:50 15:40

14:15

15:10

14:15

14:15

14:50 15:40

12：10下校→西町バス１２：５５，  13:30→西町バス１３：５０，  14:15・14：50・15:00・15:10下校→バス１５：１５，　15:40下校→バス１６：１０になります。

　【４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。）
　

　

14:15

14:50

15:10

13:30 15:00

12:10

14:50 15:40

15:10

15:40

15:10

14:15

14:15

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。

春休み 3/26～4/5 （新6年生は4/5登校）

５日(火) 新６年生入学式準備登校

６日(水) 就任式・始業式・入学式

呉こども交通安全推進隊

７日(木) 身体測定４・５・６年

８日(金) 身体測定１・２・３年 ２～６年給食開始

１１日(月) 委員会活動

１２日(火) １年生給食開始 視力検査６年

１３日(水) 心臓検診１年 希望者家庭訪問

１４日(木) 視力検査５年

１５日(金) 参観日(１・３・５年) 尿検査提出

１８日(月) 参観日(２・４・６年・おおぞら学級) 視力検査４年

１９日(火) 全国学力状況調査６年

色覚検査４年 体罰・セクハラ相談日

２０日(水) 視力検査３年

２１日(木) 眼科健診４・５・６年

２２日(金) 視力検査２年 諸費引き落とし①

２５日(月) 視力検査１年

２６日(火) 眼科健診１・２・３年

２７日(水) 色覚検査１年

２８日(木) 遠足 諸費引き落とし②

２９日(金) 昭和の日

ベルマーク回収
3/1～3/10


