
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            

                            11月２６日（金）佐方小学校体育館で第二部

の「キャンドルサービス」を行いました。火の長（校長先生）から一人一人のろうそくに分火し,神聖な雰囲気

の中始まりました。その後は,各学級からのスタンツです。パロディ浦島太郎やソーラン節, ５年生の思い,BTS

の butterのダンスやとんだとんだクイズ,新聞ゲーム等々どのスタンツも個性的で素晴らしいものでした。教

職員チームの「Uber Eats・ぎょうざシスターズ」による「ぎょうざジャンケン」と「鬼のパンツ」は大盛り

上がりでした。佐方小学校の体育館は異空間になっていました。 

 

 

 

         

 １２月３日にいじめ防止朝会をおこないました。いじめにつながる３つの行動の「からかい」「かげ口・う

わさ」「ネットいじめ」について,１・２年生は体育館,３年生以上は,各学級で学びました。 

その後,各学級でいじめについて考え，「いじめ防止クラス宣言」を考えました。 

児童玄関横に掲示しておりますので,個人懇談の際にご覧ください。     

 

      

 ２年生では,「文章の中の重要な語や文を考えて 選び出すこと。」 

について学びます。文章から,ビーバーについての問題と答えを考え, 

その理由について文章から選び出す学習を行いました。 

 今回は,タブレットを活用し,問題と答えとその理由について,各自の 

タブレットを使って作りました。友達の考えを提示したり,共有したり 

とタブレットと電子黒板を使った学習にチャレンジしました。 

１月の参観日では,他の学年でもタブレットを活用した授業を行う 

クラスもあります。楽しみにしてください。 

                 

 

 

 はつかいち市民図書館との連携で,「昔話出前授業」を行いました。 

教室に「お話のろうそく」が灯るとお話の世界が広がります。 

２年生では,世界の昔話を紹介していただきました。「十二の月の物語」 

の語りがはじまると,吹雪の森の様子やあたたかい焚火の様子など創造の 

世界が広がりました。お話が終わると「お話のろうそく」がふっと消され 

けむりとともに余韻が残ります。心温まるひとときを過ごしました。 

昔話の蔵書をクラスごとに貸していただきました。 

令和 3年冬休み号 

雪もちらつくようになり,もうすぐ冬休みとなりました。緊急事態宣言が明けてから,体育参観日や野外活動など

子どもたちが楽しみにしている行事を行うことができました。２１日より行われる個人懇談会では,子どもたちの学

校での様子や２学期の頑張りなどお話ができると思います。PTA 運営の皆様・ぽんぽこ応援団の皆様・地域の皆

様ご協力ありがとうございました。 

はつかいち市民図書館 昔話出前授業 １・２年  

校内研修 ２年 国語 「ビーバーの大工事」説明文 

野外活動第二部 キャンドルサービス in 佐方 

いじめ防止月間 「いじめのない 楽しい学校生活に」いじめ防止朝会・学級目標 

 

      

 今年は,オリンピック・パラリンピックの東京大会が行われました。 

国語では,パラリンピックの意義や協議内容についての説明文を学習 

しました。オリンピック競技にあるものやパラリンピックのみの競技 

であるものなど，文章構成や内容を比較しながら読み取る学習を行いま 

した。オリンピック中に新聞で報道された競技について,東先生が作成 

された切り抜きの資料を活用しながら,学習の最後には,自分で競技につ 

いて調べ,2年生に紹介するためのリーフレットを作成しました。 

  

校内研修 ３年 国語 「パラリンピックがめざすもの」説明文 

 

 

 ６年生は,佐方の魅力について地域での調査活動を行い, その後,佐方のためにできることについてテーマ

を設定し,いろいろな資料を収集し,プレゼンテーション資料を作成しました。今後は,地域の方からのアドバ

イスをいただき、自分たちにできることについて検討を行い,実践して 

いきます。すでに開通しましたが，「新佐方大橋」（佐方ぽんぽこ大橋） 

開通式」についてのポスター作成は,活動の一部となります。 

佐方のためにどんなことができるでしょうか。 

実践の際には,保護者・地域の皆様にも参加していただければと思っ 

ています。ご協力の程よろしくお願いいたします。 

６年総合的な学習の時間「ＳＡＧＡＴＡ ｔｒｅａｓｕｒｅ ～実践しよう！佐方のためにできること～」 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【表彰児童の紹介】        

○ 環境啓発ポスター・標語コンクール 

  ・ポスター 広島県環境保健協会理事長賞    冨田 優菜（３年１組）  

広島県教育委員会賞        岡田 紗奈（４年２組） 

        優秀賞  河崎 おとは（５年１組）冨田 美優（１年２組） 

   ・標語   優秀賞  渡辺 眞斗（６年３組） 清水 隼 （５年３組） 山下 栞 （３年１組） 

         奨励賞  紙本 笑花（５年３組） 吉田 るな（５年３組） 坂本 姫翠（３年１組）  

木元 悠真（２年３組） 

○ ＮＨＫ川柳 入選   貝原 永羽（６年３組） 德久 楚乃 （６年３組） 松本 昂大 （３年１組） 

〇 萩川柳会創立１００周年記念川柳誌上大会 

  五客 村中 優斗 （５年３組） 天位 宮崎 惺 （４年３組） 人位 宝木 夢花 （４年３組） 

  入選 𠮷原 愛真 （５年１組） 竹田 批依 （５年１組） 泉 和花奈 （５年２組）田﨑 統大（５年２組） 

 坂本 佑太 （５年２組） 佐野 琉惺 （５年２組） 佐々木 優誠（５年２組）栗山 達志（５年２組）  

藤島 一眞 （５年２組） 佐藤 秀祐 （５年２組） 野村 蕗加 （５年２組）梅木 平 （５年３組）  

網本 准大 （４年１組） 中村 眞子 （４年１組） 森岡 琉輝 （４年２組）坪内 優里（４年２組）  

岡田 紗奈 （４年２組） 渡壁 紗世 （４年２組） 古賀 洋翔 （４年２組）角山 楓佳（４年３組）  

大政 誠輝 （４年３組） 

〇 MOA 美術館廿日市市児童作品展 

   絵画 廿日市市長賞 岡田 紗奈（４年２組） 入選 加藤 綾華（２年３組） 

   書写 広島県教育委員会賞   阿部 琉惺（５年１組）  

中国新聞廿日市市地区販売店会賞 岡田 紗奈（４年２組） 銅賞 大川 柚希（３年３組） 

 〇 けんみん文化祭ひろしま‘２１文化祭 川柳 

   広島市議会議長賞 加藤 萌々華（４年３組） 

入選 森原 唯（６年２組）梶原 勢（５年２組）水津 咲花（３年２組） 

 〇 広島県未来の科学の夢絵画展   

   銀賞  斧田 柚咲 （２年１組）佳作 吉迫 あおい（２年２組）加藤 綾華 （２年３組） 

   努力賞 時永 更紗 （２年２組）山本 涼太 （２年２組）学校賞 佐方小学校 

 〇 小さな親切小学生ポスターコンクール 

   佳作 河崎 おとは（５年１組）極楽寺 崇祐（５年１組） 髙井 胡桃（５年１組）  

竹村 磨奏（５年１組） 中村  美心（５年１組） 学校賞 佐方小学校 

 〇 VOICE２０２１大会  優秀賞 河崎 おとは（５年１組） 

 〇 「手を洗おう，きれいな手！」ポスターコンクール２０２１ 学校奨励賞  

 〇 第７０回交通安全ポスター・作文コンクール 

   ポスター 銅賞  冨田 美優（１年２組） 佳作 加藤 綾華（２年３組）参加賞 岡田 紗奈（４年２組） 

   作文   参加賞 岡田 紗奈（４年２組） 

 〇 第８回子ども交通安全ポスターコンクール 

   優秀賞 柏井 佑介（１年１組） 佳作 柏井 香乃（４年１組） 

〇 第７５回広島天満書道祭 

   広島県議会議長賞 阿部 琉惺（５年１組） 

 〇 青崎 FC 交流     準優勝 佐方 JFC   

〇 第３回 KENDO CUP  準優勝 佐方 JFC 

                              

日々の子どもたちの

活動の様子は，佐方

小 HP「佐方小日記」

をご覧ください。（随

時更新中） 

委員会活動頑張っています。 

【図書委員会】ビンゴイベント 

いろいろな種類の本を読んでもらうためにビンゴイベントが行われました。 

ビンゴになった子どもたちには,図書委員作成のしおりが配られました。 

【運営委員会】赤い羽根共同募金 

 運営委員会の児童が,共同募金の黄色いはっぴを着て,児童玄関で 

募金活動を行いました。集まった金額は，19,726円となりました。 

子どもたちの思いやりの気持ちでいっぱいです。 

 

 

 

 

 【冬休み中の子どもたちの安全のためのお願い】 

〇事故やけが,不審者対応のための防犯ブザーの確認 （電池切れ・故障） 

〇新佐方大橋周辺の横断について（車の巻き込み確認等） 

冬季休業日 

12 月 2４日（金） 

～1 月 ６日（木） 

始業式１月７日（金） 

【健康坂・正門前を安全に】 

健康坂と正門前に「ゆっくり」「止マレ」

の表示をしてもらいました。車で来校される

際には，児童の飛び出し等，安全に気を付け

て運転してください。 


