
 

 

 

 

  

もうすぐ２学期，そして２０２２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，５１１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 山内 春貴 

【ＡＪＶシルバー隊員認定】 

５年 小泉 臣人 ５年 布川 真帆 ５年 坂本 昊平  

５年 成瀬 旭  ５年 石寺 巧芽 ５年 玉木 咲世  

【ＡＪＶ正隊員認定】 

５年 西村 元翔 ５年 金井 颯佑 ５年 髙木 羚音 

 ５年 清水 勇佑 ５年 濱本 崇汰 ５年 加藤 龍牙 

 ５年 村谷 桃香 ５年 原本 真志  

 

   

【特選】 
４年 大塚 緋奈乃 「～やめようポイ捨て～どうしたらゴミが少なくなるか考えよう」 

４年 中村 果廉   「ごみと資源の大切さを知ろう」 

５年 正  蒼大    「台風 14 号の日の空の様子を観察しよう。」 

５年 平本 実夢   「台風の不思議！！大ついせき～そなえるためには～」 

【入選】 
４年 石川 大幹 「満月と月の満ち欠け」   

４年 本田 仁  「秋の星～星座の観察～」 

４年 寺内 乃逢 「自然災害はどんなことが起きるのだろう！？」 

４年 増田 莉瑚 「世界でちがうの?!満月のもようと月がえがかれている国旗はいくつあるのか調べてみよう」 

４年 野本 涼太 「なぜ月は欠けるのだろう」 

４年 濱本 雅  「月の満ち欠けのふしぎ～楽しいおいしいお月見～」 

５年 岡本航之介 「けい語とはどんな場面でどのように使われているの」 

５年 先城 莉乃 「５R の取組や，家で工夫できそうなことを考えよう！」 

５年 中村実穂子 「不思議がたくさん！秋の天気」 

５年 玉木 咲世 「世界のお米について調べよう」 

５年 西村 元翔 「台風と気象情報」 

５年 岡部 葵結 「ミシンの魅力と歴史を調べよう」 

５年 清水 勇佑 「けんび鏡をつかってみよう」 

６年 赤城 琳音 「むらさきキャベツの色水をつかって水溶液の性質を調べよう」 

６年 富田 匠海 「白い液体はどうなる？実験してみよう！」 

６年 平原 克基 「PH 試験紙を使って，いろいろな飲み物が何かあてはめよう」 

６年 上野 心美 「平清盛の縁の地，広島！広島との関係を調べ，料理を作ろう」 

６年 髙橋 結希 「家にある物を使いいろいろな物を酸性・中性・アルカリ性にわけよう」 

6 年 石﨑 悠生 「源 頼朝はどんな人？」 

6 年 大本 卯希 「作ってみよう。朝昼夜の家族のごはん」 

6 年 佐  望愛 「台風の起き方について知ろう！今起きている台風について調べよう」 

6 年 庄野 莉緒希「阿賀遺産について調べよう！！」 

6 年 三村 悠夏 「家にある酸性・中性・アルカリ性の洗ざいに何があるか調べて、それらでそうじをしてみる」 

6 年 坂田 優莉 「貴族のチーズを作ってみよう！」 

6 年 佐  愛桜 「調理器具を調べて，いためたり，ゆでたりしよう。」 

6 年 佛円 美優 「リトマス紙のかわりになるものを作って身の回りの水溶液の性質を調べよう。」 

 

  

 〇第６６回「くらしの文集」 

 特選 ５年 折本 陽奏 入選 ５年 矢野 凛恩 ５年 天上 瑞 

 〇第４１回呉市入船山記念館塔時計旋律募集 

  努力賞 ４年 江口 弦杜  ６年 坂田 優莉 ６年 中澤 豊  

〇令和４年度ＪＡ共済広島県小中学生書道コンクール 

 半紙の部 佳作 ２年 平石 陽菜 ４年 中村 果廉  

条幅の部 佳作 ６年 前田 竜之心 

〇令和４年度 第４７回「ごはん・お米とわたし」作文・図画 広島県コンクール 

 図画の部 入選 ５年 香江 蓮仁  

作文の部 特選 ２年 川端 美祐 ３年 切川 翔太  

入選 1 年 切川 琉誠 上野 莉子 

〇令和４年度 呉市書写作品展  

 特選 １年 佐藤 紬希  折口 華乃  岡崎 梁生  

２年 上口 愛理  髙﨑 麻未  山本 結鶴  

３年 杉岡 由菜  礒本 大晴  折本 玲菜 

     ４年 中村 果廉  髙塚 胡珀   

５年 小松 理恵  坊野 穂稀  中村 佳子 

６年 奥原 瑞希  山下 史織  前田 竜之心 

   

    

 

 

 

※12 月 28 日（水）～1 月 4 日（水）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。 

また，新型コロナウイルスの感染症が発生した場合，平日の学校への連絡は，１７：００までとしてください。 

１７：００以降や学校閉庁，土日祝日などに学校への連絡は，必要ありませんので，翌日や休み明けに速やか 

に学校まで連絡してください。 
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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 

ていきたいと思います。来年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

  



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 日 元旦

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月 成人の日

10 火 始業式　呉こども交通安全推進隊 ＰＴＡ実行委員会

11 水 給食開始　委員会活動

12 木 ふるさと文化探訪（５年，午前）

13 金

14 土

15 日

16 月 諸費引き落とし① 

17 火 体罰・セクハラ相談日 14:15

18 水

19 木

20 金 校内研修４－１

21 土

22 日

23 月 クラブ活動

24 火 校内研修１－２

25 水

26 木 入学説明会

27 金

28 土

29 日

30 月 委員会活動　諸費引き落とし②

31 火 14:15

12:10

14:50 15:40

14:50 15:45

15:10

　　　　令和４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

　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

15:10

１３：１０（４－１は１４：５０）

14:15
（1-2は15:10） 15:10

15:10

15:40

14:50 15:45

14:50 15:40

15:10

12:10下校→西町バス12:55

14:50 15:40

14:50 15:40

14:50 15:45

14:50

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。

２日（木） 参観日（１，３，５，お）

３日（金） 参観日（２，４，６）

８日（水） 職員研修１３：１０下校

１４日（火） 体罰・セクハラ相談日

１５日（水） 諸費引き落とし①

職員研修１３：１０下校

２７日（月） 諸費引き落とし②

冬季休業日 12/24～1/9

身体測定


