
 

 

 

 

  

11 月に入り，朝夕が寒くなってきました。今年も残すところ約１ヶ月となりました。この
1 ヶ月をどのように過ごすかをしっかりと考えながら，日々，取り組んでいきましょう。さ
て，11 月 19 日（土）に，待ちに待った学習発表会がありました。子どもたちは，「心をあわ
せて 豊かに 表現しよう」をテーマにして，本番に向けて一生懸命練習してきました。ど
の子も見に来てくださる保護者の方々に感動していただけるよう本当にがんばりました。休憩時間で
も，体育館やワークスペースで自主的に練習している姿をどの学年でもみることができました。そん
な姿に児童のやる気が伝わってきました。ご家庭でも，しっかりとお話しされたことと思います。な
お，6 年生の発表は，11 月 25 日（金）に延期され，本番では，練習を積み重ねた成果が発揮された
素晴らしい発表会となりました。 

 

 

【ＡＪＶシルバー隊員認定】  

５年 林 紗希 ５年 遠  湊太 ５年 吉沖 僚真 ５年 福本 健人 

５年 河本 寿弥 ５年 大久保 透真 ５年 宮本 輝来人  

５年 棚田 光貴 ５年 河﨑 羽虹 ５年 佐藤 希海 

【ＡＪＶ正隊員認定】 

５年 岡部 葵結 ５年 矢野 羅輝 ５年 平本 義仁 

５年 神立 星乃助 ５年 中村 悠喜 

  

 

〇第 58 回呉市小学校陸上記録会（６年）  

 １００ｍ走男子 山﨑 珀虎 14 秒 41（4 位） １００ｍ走女子 齋尾 莉子 16 秒 71 

 走り高跳び男子 谷川 十和 115 ㎝（9 位） 走り高跳び女子 河野 寧音 105 ㎝ 

 走り幅跳び男子 三浦 康惺 333 ㎝     走り幅跳び女子 西川 理奈 305 ㎝ 

 ソフトボール投げ男子 平塚 陽琉 56m（2 位）ソフトボール投げ女子 平本 愛美 40m（3 位） 

1500ｍ走男子 中居 秋斗 5 分 41 秒 29(8 位)  1500ｍ走女子 山田 葵陽 6 分 55 秒 86 

400ｍリレ－ ①山口来幸 ②福本秀汰 ③成瀬朱浬 ④秦健人 65 秒 73 

〇税に関する絵はがきコンクール（６年） 

 優秀賞 庄野 莉緒希  

 入選  海生 瑞稀  上野 心美  眞木 杏菜  大本 卯希 

〇呉市児童生徒科学作品展 

 入選 松浦 力也（１年） 藤瀬 唯親（１年） 切川 琉誠（１年） 折口 華乃（１年） 

    秦 和也 （２年） 小越 友莉乃（３年）礒本 大晴（３年） 松谷 歩佳（３年） 

    若狹 千咲（４年） 中村 実穂子（５年）坂田 優莉（６年） 秦  健人（６年） 

 佳作 中村 新 （１年） 中村 日香（１年） 岡崎 梁生（１年） 柿内 考介（２年） 

    田村 萌奈（２年） 石川 凛 （２年） 川端 美祐（２年）  岡 新汰（３年） 

    廣戸 晴行（３年） 石川 大幹（４年） 兼折 侑輝（４年） 藤井 泰士（４年） 

    服部 亮平（５年） 

〇第 26 回いい歯の日作文コンクール 審査委員特別賞  １年１組 正原 瑛大 

〇第 17 回「だんらんの日」ポスターコンクール 

 会長賞  清水 勇佑 （５年）  

 努力賞  切川 琉誠 （１年） 切川 翔太（３年） 井手口 蘭（３年）若狹 千咲（４年） 
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呉市立阿賀小学校 

 



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 木
呉こども交通安全推進隊
もちつき大会（前日準備）

2 金 もちつき大会

3 土

4 日

5 月 短縮日程　クラブ活動

6 火 短縮日程 ＰＴＡ実行委員会

7 水 短縮日程　諸費引き落とし①

8 木 短縮日程　諸費引き落とし②

9 金 短縮日程

10 土

11 日

12 月

13 火 14:15

14 水 短縮日程

15 木

16 金 短縮日程　

17 土

18 日

19 月

20 火 体罰・セクハラ相談日 14:15

21 水 短縮日程

22 木 給食終了

23 金 ２学期終業式

24 土

25 日

26 月 個人懇談会

27 火

28 水

29 木

30 金

31 土

14:15

14:15 15:05

15:10

15:40

14:15

14:15

14:15

14:15

14:50 15:40

　　　　令和４年度　　　　　　　　１２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・14：50・15:05・15:10下校→バス15:15，　15:40下校→バス16:10になります。

　【１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

15:10

14:15

15:10

15:10

14:15

12:10下校→西町バス12:55

14:50 15:40

12:10

学校教育目標「自ら伸びる 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。

１０日（火） ３学期始業式

呉こども交通安全推進隊

１１日（水） 給食開始

１６日（月） 諸費引き落とし①

１７日（火）体罰・セクハラ相談日

２６日（木） 入学説明会

３０日（月） 諸費引き落とし②

冬季休業日 12/24～1/9


