
 

 

 

 

 

感謝の会～たくさんの見守りに支えられています～ 
２月２１日（火），登校班の見守りやあいさつ運動に参加してくださる１１名の見守りボラン

テイアの皆様を招待して，「感謝の会」を行ないました。運営委員会が中心となって計画し，手
紙を渡し感謝の気持ちを表しました。 
この会で，校長からもボランティアの皆さんへの感謝の挨拶とともに海小のみんなにお話があ

りました。 
 
 
見守りボランティアの皆様，海小っ子の皆さん，おはようございます。３年ぶりに対

面式での感謝の会を行うことができたことを本当に嬉しく思います。そして，ボランテ
ィアの皆様，いつもありがとうございます。 

さて，この一年間を思い出してください。一学年進級してうきうきしていた４月，暑
くなり始めたころ雨がたくさん降りました。プールバックが重くても元気に登校してき
た７月，過ごしやすい秋にはドミソ発表会がありました。２学期終業式に何年振りかの
大雪が降りましたね。まだ，寒い日は続きますが，今また春に向かっています。 

寒い日も暑い日も毎日ボランティアの皆さんは，皆さんを見守り続けてくださってい
ます。なぜでしょう。ボランティアさんからこんな話をうかがったことがあります。 
「海田町の子供たち，海小の子供たちは海田町の未来を担う宝です。だから，毎日子供
たちを見ていると元気が出るんです。」皆さんが，周りの方に挨拶をして感謝をして，学
校で仲良くがんばると，皆さん自
身も嬉しいし，周りの皆さんも嬉
しいのです。これからも，海小っ
子であること，ボランティアの
方々に見守っていただいているこ
とを誇りに思いながら，がんばっ
ていきましょう。 
 
感謝の会に参加されたボランティアの皆さんからは，「海小の子供たちから元気をもらってい

ます。」「しっかり挨拶してくれる子がいっぱいでうれしいです。」などの声をお聞きしました。 
後日，ボランティアの方からいただいたお手紙を紹介します。 

 
 海田小学校の皆さん「こんにちは」 
 いつも元気な声で「おはようございます」とあいさつしてく
ださってありがとうございます。 
 先日は，久しぶりに“感謝の会”で皆さんの元気な顔を見る
ことができ，とても嬉しかったです。それに，私たちボランテ
ィアにたくさんの励ましの言葉をいただき，ありがとうござい
ました。これからの毎朝の“あいさつ”を続けていく上でとて
も励みになりました。私も，海田小学校が「あいさつ日本一」
になれるように，皆さんと一緒に頑張っていこうと思います。 
（中略） 毎朝，皆さんと元気に大きな声であいさつできるこ
とが，私の元気の源です。 
 これからもよろしくお願いします。 
 
 あたたかいお言葉に，また，感謝です。 
見守りボランティアの皆さま。これからも，よろしくお願いいたします。 
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交通班の会 
２月 1０日（金）に交通班の会を行いました。雨のため，地区毎

に教室に分かれて実施しました。校外活動部の保護者も参加してく

ださり，新しい並び方や集合時間，安全な登下校等について確認し

ました。校外活動部の保護者の皆さんには，普段から登下校に気を

配っていただいていますが，この会に向けて登校班の並び方や進め

方など，たくさんお世話になっています。６年生の卒業とともに，

班長・副班長が変わりました。旧班長・副班長は，本当にご苦労様

でした。各地区とも，児童が一列で登校，あいさつする姿は海田小

のすばらしい伝統です。これからもその伝統が続き，安全第一で元

気よく登下校できるように祈っています。新班長・副班長の皆さ

ん，これからの一年間，よろしくおねがいします。 

今年度 最後の参観日 
２月７日（火）には，今年度最後の参観日を行いました。たくさ

んの保護者の皆様においで頂き，ありがとうございました。今年は

参観日を３回実施いいたしましたが，今回は新型コロナウイルスに

よる制限が始まって初めて，保護者の方々に教室内に入って参観し

ていただくことができました。学年末ということもあり,  どの学年

の児童も意欲に満ちた表情で，一生懸命学習に励みました。子供た

ちの成長を感じていただけたことと思います。 

今年度も残り少なくなりましたが，どの学年もラストスパートで

さらに力を伸ばしていけるよう支援し，次年度に向けた準備を行っ

ていきます。保護者の皆様には，今年度も最後までご協力いただき

ますよう，よろしくお願い申し上げます。 

４年生 大切な命を守る～防災発表会～ 
２月２１日（火）に，４年生が総合的な学習の時間に学んできた

防災学習について，グループでテーマを決めまとめたことを発表し

ました。命を守るため家族に伝えたいことを，スライドで伝えるこ

とができました。また，この会の中で，１０歳という節目の年，家

族への感謝の気持ちと将来の夢について伝えました。一人一人が，

自分の成長を披露することができたように思います。元気いっぱい

の４年生。これからも，主体的に活動する姿をたくさん見せてくれ

ることと思います。 

５年生 地域の食文化を伝える～海田さつま～ 
５年生が総合的な学習の時間「食文化のよさを伝えよ

う」をテーマにした学習で調べてきた海田町の郷土料理

である「海田さつま」について，海田小学校の他の学年

のみんなに伝えています。 

５年生は，２学期の始めから，海田の郷土料理につい

て調べる過程で，「海田さつま」という料理があるが，

自分たちを含め地元でもあまり知られていないことが分

かりました。「郷土料理をもっとしってもらいたい」「伝

えていきたい」という思いから始まった学習でしたが，

グループに分かれて調べ，調べて分かったことをポスターにしたりスラ

イドにして発表にして伝えたりしています。スライドにまとめたグルー

プは，体育館で２月１７日に低学年に，２月２２日に高学年に，クイズ

を交えながら紹介し，楽しく伝えることができました。２月１６日に

は，レシピ開発を行っていたグループの提案した「海田さつま」オリジ

ナルレシピが給食に登場し，みんなで試食しました。５年生が学習して

いく中で膨らませていった「故郷を大切に思う気持ち」が海田小学校の

みんなや地域の方々まで伝わっていくとうれしいですね。 



子ども司書認証式 
２月１８日（土）に，広島県子ども司書認証式が，広島大学のサタケメモリ

アルホールで行われました。「子ども司書」とは，読書の充実を図り，楽しさ
を広める読書活動の推進リーダーのことで，認定されるためには，夏休みを中
心に「子ども司書」養成講座に参加して，図書の役割やおすすめの本の紹介の
仕方等を勉強します。海田小学校からは，「子ども司書」として４人の６年生
が，認証されました。 
認定式では，広島県教育委員会の平川理恵教育長より一人一人ステージで認

定書を授与されました。また，岡村歩実さんが海田町小学生の代表として，お
すすめの本「ぐるぐるの図書館」について紹介しました。岡村さんが作成した
ポップがプロジェクターで投影され，おすすめポイントをしっかりとアピール
しました。その後，「子ども六法」の著者，山﨑聡一郎さんの講演があり，法
律を知り活用することの大切さをお話しされましたが，山﨑さんのお話が始ま
るとすぐに，海田小の子ども司書の４人がメモ帳を取り出し記録する姿に，周
りにいた他の学校の先生や大人の皆さんが「さすが子ども司書として学んでき
た皆さんですね。」と感心しておられました。式の後，4 人の司書はそれぞ
れ，「山﨑さんのお話の中から『法律は道具であり，どう使うかが大切であ
る。包丁は食物を切ることに適しているが，使い方によっては，人を傷つけ

る道具にもなってしまう。法律も同じで，法律
を正しく知り正しく使うことにより人生に役立
てることが大切である。』という言葉が印象に残
りました。」「まだまだ知らないたくさんのこと
を本から学びたいと思いました。」などと話して
くれました。一つ一つの活動や行事から学ぼう
とする姿は，海田小学校で学んできた６年生を
代表する姿だとうれしく感じました。 
４人の子ども司書の皆さんは，学校でも図書

室の本のポップづくりや昼休憩に低学年への読
み聞かせ等をして活躍しています。 
これからも，海田小学校の皆さんが，興味の

あることや，新しいことに挑戦していってくれ
ることを楽しみにしています。 
 

【子ども司書認証者】６年   岡村 歩実      沖  知佳 

                藤岡 こころ     百本 莉生 
 

海小っ子の活躍を紹介します 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２回「織田幹雄書道展」 
 

 【海田町長賞】        ４年   堀江 日向子    

【海田町議会議長賞】     ５年   小森 巴菜     

 【海田町教育委員会教育長賞】 ３年   冠野 沙耶     

【ジャンプ（金）賞】     ６年   石橋 ももこ 

               ５年   田部 夏妃 

               ４年   岡本 寛子 

【ステップ（銀）賞】     ５年   高田 紗菜 

４年   原田 莉里花 

３年   板本 夏帆 

 今後の主な行事のお知らせです。 

状況により変更になる場合もあります。 

★今年度 

〇卒業証書授与式 

３月２０日（月）９：００～ 

☆卒業生とともに，５年生が出席します。 

★来年度の主な行事予定 
〇就任式・始業式 
 4 月７日（金）給食なし 
〇入学式 
 ４月１０日（月）給食なし 
〇参観日・懇談会 
 ４月 1４日（金） 
〇全国学力・学習状況調査（新６年） 

４月１８日（火） 
〇遠足 

４月２８日（金） 
〇運動会 
 ５月２７日（土） 振休 2９日（月） 
〇野外活動 
 6 月１5 日（木）１6 日（金） 
〇修学旅行 
 9 月 2１日（木）2２日（金） 

令和４年度第３０回海田町内小中学校読書感想コンクール 
  

【入選】  

６年   平賀 心菜 

５年   向井 優志 

４年   椋田 亘晴 

３年   打川 栞多 

２年   中村 真子 

１年   土谷 百花 



 
 
 
 
  

 

 
 

日 曜 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 学校行事

1 水 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05
あいさつ運動３－１
絆集会

2 木 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05
SSW相談日，あいさつ運動３－１，ダンスクラブ発表会
（昼休），繰上げ日課

3 金 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25

4 土

5 日

6 月 14:25 14:25 14:25 15:25 15:25 15:25 ALT　クラブ

7 火 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05
バンドクラブ演奏会（昼休），５年環境授業６ｈ，繰上げ
日課

8 水 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05 あいさつ運動２－１

9 木 14:15 14:15 14:15 14:15 15:05 14:15 あいさつ運動２－１，卒業式準備５年６ｈ，繰上げ日課

10 金 14:35 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 卒業式練習６年３・４ｈ

11 土

12 日

13 月 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25
卒業式練習６年３・４ｈ
海小タイム

14 火 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05
卒業式練習６年３・４ｈ，総合的な学習６年（花）1.2ｈ，
繰上げ日課

15 水 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 15:05
あいさつ運動１－１
卒業式練習６年１・２ｈ

16 木 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25 15:25
あいさつ運動１－１
卒業式リハーサル６・５年３・４ｈ

17 金 13:20 13:20 15:00 15:00 15:00 14:00
卒業式練習６・５年１・２ｈ，卒業式前日準備５年（５・
６ｈ）3・4年（６ｈ），６年あゆみ渡し

18 土

19 日

20 月 11:20 11:00 卒業証書授与式

21 火 春分の日

22 水 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05
あいさつ運動５－１，修了証書授与練習（大休憩），修了
式児童代表の言葉（１年）練習（給食準備中）

23 木 14:35 14:35 15:25 15:25 15:25
あいさつ運動５－１，離任式児童代表・花束贈呈練習（大
休憩）

24 金 14:45 14:45 14:45 14:45 15:15
12：40登校
14：20下校

修了式8：10～，お話会５年２ｈ，離任式13：30～，あ
ゆみ渡し１～5年

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

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

基本
下校時刻

　令和５年３月　　　　児童下校予定時刻　　  　　海田小学校
色付きの部分のみ，「基本下校時刻」からの変更となります。


