
 

 

 

 

 

２学期の締めくくり！終業式を行いました 
１２月２３日（金），２学期終業式で，学校長が，２学期を振り返って話をしました。 

 
海小っ子の皆さん，１年間で１番長い２学期を，コロナウイルス感染症に気を付けな

がら，学級の友だちと一緒に楽しんで学ぶことができたと思います。８月の始業式に
「『おはようございます』などの挨拶の言葉，『はい』という素直な言葉，『ありがとう』
という感謝の言葉，この『三つの魔法の言葉』を使いながら，気付き，自分の頭で考え，
行動し『心と心が響き合う海田小学校』にしていきましょう。」という話もしましたが，
どうだったでしょうか？これから，２学期を振り返り，心に残ったことをお話しします。 

先日，地域の方から，ある児童の挨拶について「行き帰り，必ず気持ちのよい挨拶を
してくれる子がいるよ。」と教えていただきました。仁井内兄弟です。そんな６年生の仁
井内君は，１年生の児童が転んで怪我をした時，職員室に連れてきてくれました。そし
て，しばらくたった時，「あの怪我をした１年生は大丈夫だったのですか？」と気遣って
くれました。これこそ「魔法の言葉」を使った海小っ子の目指す姿です。嬉しくなりま
した。また，「いい時間の部屋」でＰＴＡ寄贈図書を借りて読んだ人がたくさんいます。
新しい本に感謝しながら，夢中になって読んでいる姿を見て，また嬉しくなりました。
ドミソ発表会や完走大会など，当日の姿にも感動したけれど，それまでの練習での頑張
りを見ているので，余計心打たれました。 

４月の頃の自分を思い浮かべてください。新しいことを学び，できるようになったこ
とが増えているでしょう。心も成長しています。学級の友だちのことがよく分かってき
て，自分も友だちも大切にすることができるようになっているのではないでしょうか。 

海田小学校では，このような「振り返り」に力を入れています。「振り返り」は１時間
の授業の終わりにするだけではありません。毎日の生活の中で，少し前の自分と今の自
分を見つめて，次の自分につなげていくのです。 

１月には，この年末の「振り返り」を生かした目標を立ててみましょう。１月に立て
る目標は，次の学年につながる目標です。新しい年の初めにわくわくしている自分も，
４月に進級している自分も想像しながら，目標を立ててみてください。 

さあ，今日，帰るときには，「よいお年を！」と笑顔で挨拶をしましょうね。１月１０
日の始業式に皆さんの元気な姿に会えることを楽しみにしています。 
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児童代表の言葉～２学期にがんばったこと～ ２年 大庭 悠月 
私が 2 学期にがんばったことは，二つあります。 
一つ目は，本を読むことです。私は今までは，字が大きくて絵がたくさんある本がすきでし

た。でも，「ふしぎのたまごトワ」という本を読んでみると，おもしろくて，もっと本を読みた
いという気持ちになりました。字が小さくて長いお話も，今はたくさん読んでいます。最近
は，図書館に行ってよく本を借りています。もっといろんな本を読めるようになりたいです。 

がんばったことの二つ目は，完走大会です。一年生のときは，３０位くらいでした。もっと
はやく走れるようになりたいと思って，大休憩のランランランで，一生懸命練習しました。体
育の時間には，少しずつはやく走れるようになってきました。完走大会本番の日は，すごくド
キドキしました。校長先生の「位置について，バン。」の音にビクッとしましたが，全力でスタ
ートしました。途中からとてもしんどくなったけど，一生懸命走りました。応援の声が聞こえ
てきて，もっと力が出ました。最後まで精一杯走って，今までで一番はやいタイムになりまし
た。自分でもこんなにがんばることができて，よかったなと思いました。 

３学期の目標も決めています。なわとびではやぶさができるようになることと，かけ算九九
のすべての段をスラスラ言えるようになることです。２学期は目標に向けてがんばれたので，
３学期もがんばります。 

http://www.hrs-kaita-e.ed.jp/


自分の力を精一杯発揮した「完走大会」 
海田小学校では，毎年，瀬野川河川敷で「完走大会」を行っています。今年度も，大変よい

天気だった１２月６日（火）に無事完走大会を行うことができました。子供たちは，当日まで
大休憩にリズムよくグランドを走る「ランランラン」で練習し，自分の力を伸ばしてきました。
中には，学校から帰って河川敷で自主練習をした人もいたと聞いています。当日は，保護者の
皆様の温かい応援，力いっぱいの拍手をいただいたおかげで，子供たちは練習の成果を発揮し
て，自己最高記録を目指して最後までがんばることができました。ありがとうございました。 
 
 
 

 
 
 

 
夢に向かって！本物を学ぶ「南極クラス」 
南極観測隊に参加したミサワホームの方をお招きし，

５年生が南極の話をうかがいました。子供たちは隊員
経験のある講師の方のプレゼンを見ながら，南極の自
然，観測隊の仕事内容や役割，南極昭和基地での暮ら
しなど，なかなか見ることのできない映像や体験をし，
充実した２時間を過ごすことができました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人権の花贈呈式～大事に育てるよ，ヒヤシンス～ 
１２月１４日（水），第１学年児童が人権の花贈呈式で人権擁護委員

の皆さんと人ＫＥＮまもる君からヒヤシンスの球根をいただきました。
また，紙芝居「お月さまわらったよ」の読み聞かせもしていただき，
子供たちは「思いやりの心」や「温かい言葉」について考えることが
できました。いただいた球根を大切に育て，海田小学校の誰もが優し
い気持ちで安心して学校生活が送れる温かい学校であり続けるよう，
お互いを大切にしていきます。 

 
 
 
 

先日は，お忙しい中，海田小学校で授業して下さりありがとうございました。これまではドラえも
んの映画や写真でしか見たことのなかった南極の世界をより一層見ることができました。一番印象に
残っているのは，南極に着いた時，海の波がうずのように高く広がり８階まで届いた動画です。あの
シーンを見た時，ぼくも実際に船に乗り体験してみたいなと強く思いました。二つ目は，南極ならで
はの現象です。シャボン玉が凍ったりラーメンが固まったりと，とても不思議な気持ちになりまし
た。そして，関西人である井熊さんのしゃべり方やツッコミがおもしろく，何度聞いてもあきませ
ん！！命の大切さや友情も学べたこの授業を，これからの生活に生かしていきたいです。ありがとう
ございました。                           ５年 1 組 白井 誠國 

 
先日は，南極や生き方について教えてくださってありがとうございます。私は，日本で初めて南極

に行った人が「しらせのぶさん」だということ，南極は空気がキレイだから息を吐いても白くならな
いこと，日本から南極に行くまではすごく時間がかかること，南極観測隊は仕事をもった人たちが集
まったチームだということ，自分達が，今学校に通っている理由の一つは「夢の枠を広げるためだ」
ということを初めて知りました。たくさんのことを学べて嬉しかったです。５年 2 組 小森 巴菜 

・優しい気持ちが，みんなつながっていったのが
よかったです。 

・お月さまとお星さまは優しいなと思いました。 
・お月さまのようにやさしくなりたいです。 



海小っ子の読書活動について～林素子司書に聞いてみた！～ 
これまでも継続して力を入れている読書活動ですが，さらにパワーアップを目指して取り組

んでいます。そんな海田小学校の読書活動について，いつも図書室で温かく子供たちを迎えて
くれている林素子司書にインタビューしてみました。 
Ｑ：海田小学校の学校図書館について教えて！ 
 
Ａ：海田小学校の図書室は主に３～６年生が利用する「第１

図書室」と主に１～２年生が利用する「第２図書室」が
あります。年齢に応じた本を配置することで，分かりや
すく，その年齢の学習や心の成長に沿った本の配架がで
きます。調べ学習でも，子供たちが自力で必要な本を探
し出すことができます。今年度はＰＴＡよりたくさんの
本が寄贈されたことから第３の図書室「いい時間の部屋」
が設置されました。配架している本の選書にも工夫をし
たことで，多くの児童が図書室の本の貸出と並行してた
くさんの本を借りたり読んだりしています。 

 
Ｑ：海田小学校の読書推進について教えて！ 
 
Ａ：図書の時間の「読み聞かせ」，新刊本や行事・季節・単

元に合わせた「本の紹介」，担任以外の先生による読み
聞かせ「ドキドキ読書」，各学年のおすすめ本３０冊を
読破していく「読書チャレンジと読書マスター表彰」を
行っています。「子ども司書」や「図書ボランティアさ
ん」による「読み聞かせ」もあります。児童の本への関
心を高めたり幅を広げたりする活動や目的意識をもって
読む楽しさや達成感を味わわせる活動を行っています。 

 
Ｑ：最後に海小っ子に一言！ 
 
Ａ：よく子供たちや保護者の方に「どうして本を読むことが大切なの？」と質

問されます。今日は，そのことについて私なりにお答えしたいと思います。
本を読むと， 
①集中力が養われる・・・小学生が本を読むと集中力が付き，大人になっ
ても忍耐力が養われると言われています。本にはまだ知らない言葉や表
現が出てきますが，文章に入り込んで集中して読み続けると，前後関係
から推測して読むことができます。 

②人の気持ちを理解できるようになる・・・人は自分の人生しか分かりま
せんし，経験することができません。でも，本を読むことで色々な人の
人生や考え方に触れることができます。そして，その経験によって他の
人の考え方を知ったり，困難に立ち向かう術を知ったりすることができ
ます。 

③言語能力が付く・・・小学生から多くの単語や漢字に触れることで，読
解力が身に付き，語彙力も蓄積されます。多くの単語や漢字を知ること
は表現力を豊かにすることにもつながります。正しい言葉とその意味を
知ることで，その場面に応じた言葉選びができます。 

 ぜひ，これからも本に親しんで，生活を豊かにしてほしいと思います。 
 
おすすめ読書３０冊にチャレンジ！   
海田小学校では，学年に応じた本と数多くふれあう

ことができるよう，おすすめの３０冊を表にして子供
たちに渡し，３０冊全て読み終えた人には読書マスタ
ーとして「認定証」を渡す取組をしています。全校で
合計１万冊の本を読み，読書に親しむことを目標にし
ています。さっそく３０冊読み終えた人に，「認定証」
を渡す「読書３０冊表彰」を行いました。 
これからも，たくさんの本が海小っ子との出会いを

待っています！ 

 

 

 



学び続ける教職員～３年生研究授業～ 
１１月２８日（月）に，３年１組が総合的な学習の時間「優しい人大

作戦」の授業で，広島大学大学院永田忠道准教授に参観・指導・助言を
していただきました。この単元は「みんなに優しくする」ことを最終的
なゴールとして，福祉をテーマに課題解決を行う学習です。当日は，低
床バスと車椅子の体験活動を通して分かったこと，人に対して優しくし
ていることについて，グループ分けをして深めていく授業で，子供たち
は体験活動とこれまで調べた情報をもとに，身近にある福祉を見つめる
ことができました。永田准教授から「子供たちが友達と話し合いながら
考えを深めている姿が見られた。体験したことを，丁寧に振り返り整理
することで，子供たち自身の言葉で福祉の本質に迫ることができてい
た。」などの言葉をいただきました。      
 

海田っ子の活躍を紹介します 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
冬季休業中の連絡について 
１２月２８日から１月３日までの学校閉庁日の間に，交通事故等，急ぎ学校に知らせたいこ

とが生じた場合は，次の連絡先にお電話ください。 
０８０-５６２８-６８６６（海田町教育委員会学校教育課） 

第６６回広島県科学賞     
入選  ２年 落海綾乃  

さわるのはちょっとこわいけど・・・ 
なんだかかわいいな  
見たい！知りたい！かってみたい！ 
「はじめてのバッタのしいくかんさつとだっぴ」 

    ４年 新井芭菜 「新聞紙の保温力について」 
５年 藤岡舞妃 「打ち水の効果について」 

努力賞 3 年 林 美陽 「ティッシュペーパーの落ち方」 
    3 年 栗原那奈 「十円玉を色んなえき体につけてピカピカにしよう」 
    3 年 江田理仁 「氷のとける速さについて」 
    4 年 瀬川千紗 「太陽の光と熱について」 
    4 年 椋田亘晴 「氷のひみつ～どれが一番とけるのがおそいかな？～」 
    5 年 森山璃子 「せん風機の前で声を出すとふるえる原因をさぐる」 
    5 年 福森優月 「めんはどれぐらいでのびはじめるの？」 
    6 年 岡村歩実 「あの身近なものがあなたの命を救うかも・・・！？」 
    6 年 藤岡あかり「ヨーグルトのフタの研究」 
    6 年 百本莉生 「人工いくらは作れる？いくらの食べ過ぎで痛風になる？」 
 
「交通安全作文」応募  

銅賞 １年 北島彩羽 
 

第６６回ＪＡ共済書道コンクール  
条幅の部 佳作 ２年 大庭悠月  
半紙の部 佳作 ２年 亀田悠真 

第６６回ＪＡ共済交通安全ポスターコンクール  
佳作 ６年 山田有紗 

 
「カイタチャレンジカード」達成 

１年 北島彩羽 藤村惟智架  
小原奈月 新井晴太   
戸野美乃里 

 ２年 樋渡美希  
４年 堀江日向子 吉田栞菜  

新井芭菜 
６年 百本莉生 堀江達哉 

 
環境・健康ポスター標語コンクール 
【ポスターの部】広島県医師会会長賞 ６年 三上栞奈   
【標語（環境分野）の部】  奨励賞 ５年 桑原一華 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
１０月２５日に海田西中学校区学校運営協議会で中間報告を行いました。学校運営協議委員

の方々には，学校の取組の方向性を理解いただくとともに，より良い学校となるようにとたく
さんのアドバイスをいただいています。 

「確かな学力」に関わる項目と，「健やかな体」に関わる項目の「50ｍ走の記録が伸びた児
童」，「業務改善」の項目において，まだ目標指数まで達しておりません。これらの項目は，昨
年度より評価指標の数値を上げて，更なる学力や体力の向上を目指して取り組んでいますが，
他の項目と比べて評価が低いことを受け，今後，一層力を入れていきたいと考えています。 

この結果を受けて，さらに保護者や地域の皆様に信頼されるよう全教職員で教育の質の向上
を目指し，取り組んでいきます。今後とも，ご理解・ご協力のほど，よろしくお願いいたしま

令和４年度 海田小学校の取組 

「豊かに表現する子」「思いやりのある子」「たくましく生きる子」 

を育てます 

評価 学校運営協議委員からのコメント

○気持ちの良い挨拶ができる
児童　80％ 85%

○チャイムと同時に学習が始
められる児童　80％以上 92%

進んで運動し体力
を高める児童の育
成

○50m走の記録が伸びた児童
70％以上 65%

元気に学校へ来る
ことができる児童
の育成

〇生活リズムカレンダーで自
分が設定した就寝時刻の目標
が達成できた割合　70%以上

73%

信
頼
さ
れ

誇
れ
る
学
校

業務改善
○時間外勤務45時間以内の職
員の割合を70％以上 61%

・学期末に評価に関する事務を行う日を認定されることは賛成で
す。
・低学年の安全指導を徹底してほしいし，１・２年だけで帰るとき
は，十分に注意してほしいです。（信号は点滅し始めたら渡らな
い。一列に並んで歩く等）

確
か
な
学
力

豊
か
な
心

健
や
か
な
体

評価項目

・夏休みに「体力アップ貯金カード」を活用させている取組は素晴
らしいのではないでしょうか。体育の時間での工夫も必要ではない
でしょうか。
・保護者との連携が大切ではないでしょうか。
・生活リズムの達成において，4分の1の児童が未達成とされてお
り。取組の難しさが感じられます。
・コロナ禍の中，取組の成果が出ているように思います。もう少
し，高い評価でもよいと思います。

中間評価

人や時間を大切に
することができる
児童の育成

確かな学力を身に
付けた児童の育成

通過率

80％未満の

児童の割合

15％

・基礎計算，音読重視，表現力を高める授業を期待しています。
・給食前などの時間を使い，子供たちの力を伸ばそうとされている
努力に敬服します。
・全教職員の共通認識を図りながら，学習活動を進めていくことを
期待しています。
・全校学テでの結果に取組に尽力した成果が表れています。
・全学年のレベルアップを目標に頑張って下さい。
・高い目標をもって取り組むことは素晴らしいことだと思います。
評価基準を見直しもう少し高い評価でもよいと思います。

・海小児童全員登校態度やあいさつはよくできています。班長がお
手本になっています。
・毎朝，子供たちに元気をもらっています。もう少し大きな声であ
いさつできればお互い気持ちがよいと思えます。また、町内全体で
の「あいさつ運動」ができれば，もっとよい町づくりができるので
は。
・挨拶名人の取組で意識を向上させていくことは大切です。
・よいあいさつをつくろうと，様々な場面であいさつができるよ
う，立ち止まった児童には「よいおじぎです」と声をかけていま
す。
・「着ベル」習慣を実施し，その後も守れる児童が増えたというこ
とは，素晴らしいことだと思います。
・相手意識を大切にし，あいさつの意義を認識させる取組は，よい
成果を出しているものと思います。
・街中であってもあいさつができるよう，指導をお願いします。
・今後も継続して取り組んでください。

〇各学期末テスト（知識・技
能）の通過率80％未満を０に
近付ける。(基礎問題)

評価指標



す。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 曜 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 学校行事

1 日 元日

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月 成人の日

10 火 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 始業式

11 水 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05 「心の元気」あいさつ運動

12 木 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25 SSW相談日

13 金 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25

14 土

15 日

16 月 14:25 14:25 14:25 14:25 15:25 15:25 委員会

17 火 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25

18 水 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 一日入学

19 木 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25 SSW相談日

20 金 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 SC相談日

21 土

22 日

23 月 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25

24 火 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25

25 水 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 西中入学者説明会（6年）

26 木 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25 SSW相談日

27 金 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25

28 土

29 日

30 月 14:25 14:25 14:25 15:25 15:25 15:25 クラブ

31 火 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25

月火木金  14:35 月木金　14:35 月火木　15:25 月火木金15:25 月火木金15:25 月火木金15:25

水　 14:15 　火　15:25 水　15:05 水　  15:05 水　  15:05 水　  15:05

水　14:15 金　14:35

☆　新型コロナウイルス感染症の状況等により，今後日程が変更になる場合があります。ご了承ください。

　令和５年1月　　　　児童下校予定時刻　　  　　海田小学校

　

基本
下校時

刻

【２月の主な行事】２日（木）海中入学者説明会，6年授業全体研　　　7日（火）参観日　　２日（木）・9日（木）・１6日（木）SSW相談日　　　2７日（金）SC相談日

色付きの部分のみ，「基本下校時刻」からの変更となります。

詳細は，別紙に

てお伝えします。


