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龍 湖
一意専心

校長 鎌 田 悟

早いもので、年が明けて一ヶ月が過ぎました。保護者、地域の皆様はお元気にお過ご

しでしょうか。この時期は、インフルエンザやノロウイルスなど、集団生活を脅かすウ

イルスが蔓延します。どうか、ご家庭でも、「手洗い・うがい・睡眠・栄養・換気」の

五大留意点を守っていただき、船越地域全体で健康で安全な生活ができますようにお願

いいたします。

三学期は、平成２７年度の総まとめであり、平成２８年度への準備期間でもあります。

特に６年生は、小学校での学習を終え、新たな一歩を踏み出す大切な３ヵ月となります。

これから学校は、年度末を迎えて慌ただしい時期を迎えます。厳しい寒さの中、キィー

ンと張り詰めた自分の精神と向きあい、「一意専心」のごとく、子どもたち一人一人と

教職員が、心を一つにして各々の目標の具現に取り組んでまいります。

今後とも皆様の変わらぬ御支援・御協力をお願いするとともに、平成２８年が皆様に

とって、すばらしい一年になりますようお祈り申し上げます。

お知らせとお礼

◆ コミュニティ・スクール

12月３日（木）には６

年生、12月４日（金）に

は５年生のミシン教室に、

推進委員やサポーターの

方々が縫製指導を手伝っ

くださいました。

【推進委員の補助】

１２月１１日（金）

には、安全・安心部会

の方々が、救急救命講

習の補助をしてくださ

いました。

【地域サポーターの実演】

～ ２月の主な行事 ～

２日（火） ６年職場訪問
パワーアップタイム⑥

５日（金） 新１年生体験入学
入学説明会・学用品販売
４年トウニン行事学習

９日（火） パワーアップタイム⑦
１・２年生虹の会読み聞かせ

１２日（金） ４年生トウニン行事学習

１５日（月） ６年生ＰＴＡ授業参観・学級懇談
６年生５校時限

１６日（火） 委員会活動⑩（最終）

１７日（水） ６年生男鹿東中学校出前授業

２３日（火） 曜日交換（水曜校時）

２４日（水） ５年生食育教室

パワーアップタイム⑧

曜日交換（火曜校時）

２５日（木） １～５年ＰＴＡ授業参観・懇談会

・ＰＴＡ総合部会

２９日（月） 町内子ども会
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行事での様子（12・１月） １月２６日（火） 火災の避難訓練

１２月１１日（金） ４年親子レク

＜ボール送りゲーム＞ ＜１／２成人式＞

親子の触れ合いを通して、親子の絆が一層深ま
りました。 積雪時の休み時間に、火災を想定した避難訓練を

実施しました。児童には、次の４点を事前指導し、
１２月１８日（金） 高学年音読集会 事後には学級で話し合いや振り返り等をしました。

６松は宮沢賢治 ① 「お・か・し・も」を守る。
の「雨ニモマケ
ズ」、６竹は吉田 ② 煙を吸わないように、口をハンカチで覆う。
兼好の「徒然草」、
５松はフライシュ ③ 先生が近くにいない場合でも、放送に従っ
レンの「心に太陽 て自分一人で避難場所まで行くなど、非常事
を持て」、５竹は 態でも冷静に行動する。
高村光太郎の「冬
が来た」を堂々と ④ 教室廊下付近にいる場合は、防寒着を着用
発表しました。 して避難してもよい。

ふなっ子の活躍

◎ 男鹿市児童生徒美術展 11/26（木） ◎ 第57回全国書道展 11/29（日）
優良 １年 吉田 丞太郎 外務大臣賞 ３年 小玉 斗真

２年 武田 大和
３年 鈴木 晄 ◎ 第７回男鹿潟上地区フットサルリーグ
６年 北林 颯太 12/19（土）

◎ 第３０回三種町柔道大会 11/22日（日） 優勝 Ｕ－９の部 男鹿ユナイ
（３年 浮田 歩昴、目黒 琉樹、渡邊 健太）

優勝 小学団体の部 若美柔道スポーツ少年団
（６年 山方 希香、杉本 善瑛） 優勝 Ｕ－１１の部 男鹿ユナイテッドＦＣ

優勝 小学５年の部 杉本 善瑛 （５年 澤木 敬、伊藤 琥珀）

◎ 第４４回 男鹿市児童生徒書き初め大会 １月６日（水）

※ １・２年は硬筆の部、３～６年は毛筆半紙の部
１年 伊藤 凛子 ２年 佐藤 あやの

特 賞 ３年 小玉 斗真 ４年 齊藤 叶愛、武田 莉里花、田口 紗衣
５年 三浦 杏真 ６年 齊藤 奏愛

金 賞 ３年 吉田 栞大 ４年 佐々木 優心 ５年 岩谷 陽和

銀 賞
３年 伊藤 あい梨、佐藤 理子、吉元 未桜 ４年 太田 陽菜
５年 安田 茉弥、伊勢谷 望友 ６年 大関 真珠、斎藤 琉那

銅 賞 ３年 櫻井 夕尋、斎藤 慧玖、伊藤 龍翔 ５年 小野 美羽
６年 伊藤 妃菜 、佐々木 陽妃、目黒 菜々香、大野 幸花
１年 板橋 舞、伊藤 悠馬、伊藤 優央、小川 賢人、貝塚 美音、加賀谷 陽太

小坂 佳音、清水 花和、鈴木 柚羽、髙橋 亜澄、中村 琉碧、濱野 耀介
平賀 友里花、都 優菜、小玉 泰雅、小玉 夢來、櫻井 奏綺、佐藤 美沙

優秀賞 猿田 茉央、薄田 美桜、藤澤 凛音、目黒 心優、谷口 萌、安田 菜乙
吉田 祥、吉田 丞太郎

２年 石田 瞬、伊藤 翼、菅原 彩乃、鈴木 弥優、武井 琥太郎、田牧 蒼一朗
夏井 陽永、粟津 蓮音、伊藤 陽向、江畑 暁登、加藤 天、鎌田 巴
齊藤 藍華、佐々木 慧翔、佐藤 瑚波、佐藤 良祐、佐藤 凜、清水 廉士
鈴木 知優、髙木 昊大、武田 佳穏、籾山 凛、山本 八雲、吉田 響


