
 

 

 

 

 

 

 
 

さすがに 11 月の声を
聞くと南国高知でも朝夕
はめっきり冷え込んでき
ました。子ども達も 11
月からは制服着用となり
ました。しかし、昼間は

暑くなるので、遊んでいた校庭等に忘れがち
です。持ち物にはしっかり名前を書いておい
てくださいね。山からは紅葉の声も聞こえて
きました。家族で出かけるのもいい季節です。
海や山で自然に触れるのも、子ども達の感性
を養うためには非常にいいことだと思いま
す。暦の上では立冬も過ぎ冬になりましたが、
晩秋の11 月を気持ちよく過ごしましょう。 
 
第 2 回子ども安全見守り隊へのご協力あり
がとうございました。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

楽しかったよ！全校児童かるた大会！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古代人の苦労を体験！火おこし・勾玉作り！ 

    第１４号 

                            平成 2９年１１月１０日                                    

文責：鎌田 勇人 

学校経営理念：『最幸』の学校をつくりましょう 

学校教育目標：『かしこく なかよく たくましく』―知・徳・体の調和のとれた児童の育成－

 

咸陽小学校だより 

11 月1 日（水）は高知県教育の日、『志』
とさ学びの日です。咸陽小学校では、このと
さ学びの日にちなんで、宿毛のよさや歴史に
ついて学ぶ日にしようと、図書委員会が中心
となって、以前宿毛市内の小中学生に寄贈し
ていただいた、「すくも郷土かるた」を使った、
かるた大会を行いました。 
 低学年・高学年に分かれて、長休み・昼休
みを使って体育館で行いました。４～5 人で
グループを作り、図書委員が読むかるたを素
早くとっていました。グループの優勝者には、
図書委員から、家族と一緒に作った手作りの
きれいな王冠がプレゼントされました。 
 今日の大会には、「すくも郷土かるた」をプ
レゼントしていただいた、卓囲会の大江貞男
さんにも見学にきていただき大変喜んでもら
いました。「このかるた大会をきっかけに、家
庭でも活用してもらえればうれしいことで
す。そして、すくものすばらしいところや、
すくも市出身で世の中のために活躍した人々
がいたことを知ってもらえればうれしいで
す。」とお話しをしてくれました。 
 体育館には、子ども達の笑顔と歓声が響き
ました。 

11 月 1 日（水）、第 2 回目となる子ど
も安全見守り隊パレードを行いました。各
地区の子ども安全見守り隊員約 30 名の皆
さんが参加してくれ、集団下校中の子ども
達に「お帰り、気をつけて」など温かい声
かけをしてくれました。今回からは、西方
面の宇須々木・藻津の方々にも声かけをし
て東西両側からのパレードを行いました。 
 この日は大深浦の「オブカマン」も子ど
も達の見守りに駆けつけてくれました。 
 見守り隊のみなさん、オブカマン、宿毛
警察署の皆さん、育成センターの皆さん、
関係者の皆さんお忙しい中ありがとうござ
いました。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
【男 子】 

<５０ｍ走>   第２位  7 秒77 前田彩翔 
       第8 位  8 秒02 植木湊斗 
<１００ｍ走> 第３位 14 秒37 前田彩翔 
 
 
日本の楽器（雅楽）の音色のすばらしさに触
れました！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入賞おめでとう！ 
 文化・芸術の秋に子ども達が各種コンクー
ル等に応募をしました。その結果が少しずつ
返ってきて、多くの入賞者がいますので紹介
します。 

平成29年度 高知県「環
境絵日記」 
 優秀特別賞  
奥田 環さん（6 年） 
 入賞 
川村 あいさん（2 年） 
上原 璃依さん（5 年） 
木村 小春さん（6 年） 
※優秀特別賞の奥田 環
さんは１１月 12 日の県
立のいち動物公園での表
彰式に出席します。 

 
第9回家族愛の作文コンクール 
 入選  木村 小春さん（6 年） 
 佳作  川島 颯來さん（4 年） 
 佳作  廣畑 杏果さん（5 年） 
 佳作  近澤穂乃花さん（5 年） 
 佳作  佐藤 怜奈さん（6 年） 
 佳作  中平 帆南さん（6 年） 
 

 
 宿毛市Ｐ連親睦球技大会

11/12（日）宿毛市総合運
動公園 開会式8:30～ 競
技開始9:00～ 

 バザー準備 11/18（土）
9:00～ 学校 

 参観日・バザー 11/19（日）  
授業13:15～ バザー15:00 

 
 
 
 

10 月27 日（金）、6 年生が地域の皆さんに
ご協力いただき雅楽の学習を行いました。 
 お琴や三味線を指導している、浜口さんを
中心に、一緒にお箏や三味線を練習している
9 名の皆さんが指導してくれました。 
 最初に、お箏や三味線について説明をして
もらい、そのあと、「月の砂漠」や「荒城の
月」などのメドレーを演奏してもらいまし
た。 
 休憩をはさんで、３～4 人のグループで、
先生に教えてもらいながら、「さくら・さく
ら」を練習しました。初めて爪をつけてお箏
を奏でた子どもたちの表情はとても楽しそ
うで、たくさんの笑顔が見えました。先生か
らも、しっかり話も聞けて、とっても上手で
すと褒めていただきました。一通り練習した
後は、「さくら・さくら」のミニ演奏会をし
ました。子ども達は３０～４０分の練習で、
すばらしい演奏ができました。大きな拍手も
もらいました。短い時間でしたが、日本の楽
器のすばらしさに触れることができました。 
 先生方、お忙しい中ありがとうございまし
た。 

10 月24 日（火）、6 年生が出前考古学
教室で、火おこし体験・勾玉作りに挑戦し
ました。火おこし体験では 2 人１組で、火
おこし器を使って、木と木をこすり合わせ
種火を作る作業を行いましたが、なかなか
火がおきず苦戦の連続でした。その分火が
ついたときの感動は大きかったようです。
古代の人々の火の大切さや苦労を実感しま
した。その後は、勾玉作りに挑戦し、オリ
ジナルの勾玉を楽しそうに作っていまし
た。ご協力いただきました埋蔵文化財セン
ターの皆さまありがとうございました。 

 
１２月の主な行事計画（予定） 

 1 日（金） 委員会（写真） 
 3 日（日） 豊ノ島杯相撲大会 
 4 日（月） 人権作文発表会（13:30～社会福

祉センター） 
 5 日（火） 読書ボランティア１～3 年 4 年

キャリア教育（助産師さん） 
 6 日（水） 音読朝会（1 年） 県内一斉街頭

指導7:30～8:20 年末交通安全
指導（6 日～15 日） 

 7 日（木） 校内マラソン大会 開会式9:45
～ ＡＬＴ（リタさん） 

 8 日（金） クラブ マラソン予備日 
 9 日（土） 個人面談 8:30～をめどに 
11 日（月） 2 年キャリア教育（保育士さん） 
12 日（火） 防災給食 
13 日（水） トップアスリート夢先生（5 年） 
14 日（木） 音読朝会（6 年） 1 年キャリア

教育（洋菓子店） ＡＬＴ（リタさ
ん） 代表委員会 

15 日（金） 読書ボランティア４～6 年 
 20 日（水） あいさつ運動 
 22 日（金） 大掃除 ワックスかけ 
 25 日（月） 2 学期終業式 
 26 日（火）～ 年末休業   


