
龍 湖
《学校教育目標》 「かがやく瞳 伸びゆく子」

充実した夏休みを前期後半へつなげて！

校 長 鐙 長 光
あぶみ ながみつ

子どもたちは８月２３日、自由研究や工作、絵画や毛筆などの作品など、両手

いっぱいに夏休みの頑張りを抱え、元気に登校しました。夏休み前集会で私から

子どもたちに出した「自分の命は自分で守り８月２３日に元気に登校する」とい

う宿題をしっかり守ってくれました。これも事故がないようにご家庭や地域の方

々が見守ってくださったおかげと感謝しております。ありがとうございました。

子どもたちは、猛暑の中、それぞれ工夫した作品を作り上げてきました。たと

えば、災害の多かった今年を象徴するように、避難経路を調べたり水の流れにつ

いて実験を通して調べたりした研究が目を引きました。また、環境やゴミ問題に

着目したのか、段ボールや廃材を材料とした作品も目立ちました。中でも私が感

心したのは、昨年の自由研究で結果がはっきりしなかった実験を再実験してまと

めた研究でした。また、毎年、船越海岸の貝殻を素材として作品を作り、今年は、

その貝殻について調べた研究もありました。自分が関心をもったことについて粘

り強く調べられる姿に、研究者としての素養を感じます。皆さんも是非、小学校

３階の作品展会場に足をお運びください。（９月４日まで展示しております）
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～９月の主な行事予定～

３日(月) 芸術鑑賞教室(体育館) １５日(土) 日本ＰＴＡ東北ブロック研
４日(火) フリー参観日(祖父母参観日) 究大会秋田大会(～１６日)

クラブ⑦ １７日(月) 敬老の日
５日(水) 全校３校時限 １８日(火) クラブ⑧
６日(木) 中央教育事務所所長訪問 １９日(水) １年読み聞かせ
７日(金) ＡＬＴ訪問 フッ化物洗口

春日井市交流学習会打合会 ２０日(木) 市小学校陸上大会予備日
８日(土) 市小・中学生すもう大会 市ＣＳ情報交換会

１０日(月) ２年人権教室 ２１日(金) 桜組校外学習
１１日(火) 全校５校時限 ＡＬＴ訪問
１２日(水) 市小学校陸上大会(５,６年) ２３日(日) 秋分の日

フッ化物洗口 ２４日(月) 振替休日
市児童生徒夏休み作品展(～19 ２５日(火) 委員会活動⑦
日、ハートピア) ２６日(水) 職員会議、フッ化物洗口

１３日(木) 離任式、４年校外学習 ２７日(木) 代表委員会
特別支援教育セミナー ２８日(金) 市通学路合同点検

１４日(金) ６年ふるさと探訪，ＡＬＴ訪問 ＡＬＴ訪問
３竹授業研究会



7 月 29 日(日)7:00 ～ 9:30、ＣＳ教育環境部会
の皆さんを中心として、正門北側の竹藪等の刈

り取りと庭木の選定作業を行いました。当日は

朝から暑い１日でしたが皆さんの頑張りにより、

とてもきれいで見通しもよく、安全面でも大変

助かりました。ありがとうございました。

【硬筆の部】
優秀賞 １年 秋山遥香 伊藤綾那 伊藤優翔 加賀谷莉子 加藤結愛

鎌田唯愛 小玉芽依沙 佐藤輝一 佐藤瑠奈 杉本碧琉
高橋珀斗 角崎優空 原田愛舞 安田桜空 渡邊 杏
渡部颯太 越前花菜 加藤ほのか 鎌田優月 齊藤輝空
中田あさ美 船木英理菜 船木柚羽 吉田七海

２年 石井愛怜 石田煌星 伊藤海愛 菊地心瑚 佐藤百合
柴田敦郎 高橋拓夢 戸嶋恋々音 夏井星来 西村 晃
都 美咲 山方歩胡 山本葵理 横田和音 渡部絢太
秋山直暉 伊藤愛莉 伊藤遥音 佐藤大樹 杉渕 葵
杉山 想 鈴木千夏 鈴木乃愛 竹村楓羽 角崎 裕
中田桜子 船木悠斗 渡邊美羽

第 46 回県小学校水泳競技大会
斎藤彗玖

･男子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝
･男子 50m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝

第６０回全県児童生徒席書大会男鹿潟上南秋大会

第 7 回東日本都道県小学生陸
上競技交流大会 ･女子 800m
第１位 佐藤 杏
第４位 小林夕尋

なお、特賞の小玉斗真さん

と小玉夢來さんは、条幅の部

で男鹿潟上南秋の代表とな

り、8 月 3 日(金)に県立武道
館で開催された第 60 回全県
児童生徒席書大会において、

見事金賞に輝きました。

ＣＳの取り組み

夏休み前後に学校へ報告があったふなっ子の活躍
について紹介します。（順不同）

ありがとうございました

今年も市老人クラブ連合会から雑巾をいただきました。今年は雑巾の在庫が少なく

困っていたところでしたので大変助かりました。ありがとうございました。

【毛筆の部 半紙】
特賞 ４年 小玉夢來
金賞 ３年 山本みつ葉 山本よつ葉

４年 板橋 舞 都 優菜 安田菜乙
６年 小玉斗真 吉田栞大

銀賞 ３年 安達紗季 栗森美寛 三浦りあな
武田佳倫 原田泉織

４年 猿田茉央 清水花和 平賀友里花
伊藤凛子 小林奏綺 目黒心優

５年 武田佳穏 加藤 天
６年 佐藤 愛 佐藤理子

銅賞 ３年 石川凛寧 大堤珂純 菅原華音
森 蒼生 石垣蓮華 大堤亜純
大和田叶乃 斎藤海玖 櫻庭英舞
佐藤希空 鈴木達之 吉田恒明
米谷 恵

４年 小玉泰雅 深田心音 牧田愛未
貝塚美音 小坂佳音 藤澤凛音
吉田丞太郎

５年 鈴木弥優
６年 菅原 柊 小林夕尋 吉元未桜

【毛筆の部 条幅】
特賞 ４年 小玉夢來

６年 小玉斗真
銀賞 ３年 山本みつ葉

山本よつ葉
４年 安田菜乙

銅賞 ６年 吉田栞大

第 43 回鈴木貞三杯･町長杯･協会

長杯大会 優勝

船越女子ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 日本海ﾒﾛﾝﾏﾗｿﾝでがんばった子
どもたちもたくさんいました。


