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メッセージ
「２月全校朝会 ２/１(月) オンライン集会」
明後日は、「立春」。春も間近です。しかし、まだ寒暖差が激しく、体調を崩しやすい季節です。
愛知県は、緊急事態宣言下にあり、高浜市の感染者数も増えており、２月の集会も、「健康」

に関する話をしました。特に、乾燥してウィルスが増殖する季節です。簡単な感染予防の一つの
手段として、のどを潤してウィルスの増殖を抑える方法を紹介しました。

それは、「舌を意図的に動かして、だ液の分泌を促進すること」です。だ液には、消化作用、
浄化作用、抗菌作用、再石灰化作用など、口の中を清潔で健康に保つ働きがあります。
舌を動かすと、舌の筋肉やあご、首回りの表情筋も鍛えられます。これらの筋肉を鍛えること

で体幹が整い、身体の調子もよくなり、ウィルスに負けない健康な身体をつくることになります。
その方法は、子どもたちに実際に試してもらいましたので、家で聞いてみてください。
また、先週配付しました「教育活動に関するアンケート」の結果を踏まえて、子どもたちにも

よくがんばっていることを認めて褒め、さらに２月も具体的な行動を起こすように話しました。
アンケートへの協力、ありがとうございました。ご家庭でも、結果を振り返り、今後の生活に

生かしていただきたいと思います。学校も、子どもたちを全力でサポートしていきます。

「書き初め展 １/２０(水)～２２(金) 」
新年、１月８日(金)に実施した「書き初め会」で取り組んだ作品を体育館で展示しました。多くの

保護者の皆様にご来校いただき、ありがとうございました。今年も力作が並び、見応えがありました。
学校での書き初めは、各学年で決まった課題があります。それぞれに「とめ、はね、はらい、

おれ、そり、曲がりや各文字の中心線・バランス・空間」等さまざまなポイントがあり、一言で
いえば、お手本のポイントに忠実な作品が評価されます。筆で書く文字は、墨汁の付け方や力の
入れ具合、筆のはこびで、同じ課題に取り組んでも全く違う作品となります。

一人一人の作品を見ていると、作者の個性が伝わってきます。「金賞」を受賞することができ
なかった作品も、一生懸命に取り組んだ子どもの姿が見えてきて、楽しく鑑賞できます。
書き手の気持ちや思いも大切にしたいです。その意味では、全員の作品が「金賞」ですね。

「かけ足大会 １/２０(水) 」
コロナ禍で開催が危ぶまれましたが、無事にかけ足大会を

開催し、子どもたちのがんばる姿を見ることができました。
天候に恵まれて、雲一つない快晴、北風も弱く、すばらしい
かけ足大会日和でした。
多くの保護者の皆様に応援していただき、子どもの表情も

真剣でした。競争ですので着順はつきますが、自分が立てた
目標の達成を第一に、体育の授業で練習に励んできました。
他者との競い合いとともに、自分自身と闘うことに大きな意
味があり、かけ足大会の目的の一つです。
一人一人がベストを尽くそうとして、歯を食いしばって全力で走りきる姿がとても印象的でした。

ご家庭で子どものがんばりを認め、称えてあげてください。

「１年生 生活科 『先生名人とあそぶ会』 １/２８(木) 」
例年、子どもたちの大好きなおじいさん、おばあさんに昔から続く遊びを教えていただく会を

実施していますが、コロナ禍のため残念ながらお招きすることができませんでした。
今年度は、教職員が昔の遊びの「名人」として登場し、１年生と一緒に体験活動を行いました。
①こま回し ：村越校長 ②けん玉：山添教頭 ③あやとり：杉浦教務主任
④だるま落とし：吉川校務主任 ⑤お手玉：古橋アシスタント ⑥おはじき：金山アシスタント

子どもたちは、六つの遊びから２種類の遊びを選択し、楽しく体験をすることができました。

「輝け！翼っ子」

あいさつ・へんじ・思いやり
みんなをおうえん



「２月の表彰伝達」
２/１（月）全校朝会で表彰伝達をしました。おめでとうございます！

○校内書き初め会 「金賞」 （敬称は紙面上、省略します；以下同様）
１ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年

飯味 愛基 喜屋原 央理 樹杉 匡 都築 直矢 山本 恭輔 都築 朔矢
岩室 咲 石垣 美晴 大岡 駿斗 中川 惺天 安藤 千恵 吉浦 陽元
伴 颯介 北野 結愛 柴田 煌月 久田 太一 竹内 美桜 石川 琉惟
赤塚 愛徠 近藤 はな 新免 奏汰 池内 柚子花 都築 羽紗 神谷 柚乃
久田 楓 永石 侑莉 竹内 颯汰 岡安 莉里依 寺迫 幸咲 林 希々花
吉田 歩瑚 間宮 結奈 江坂 玲奈 神谷 藍里 吉橋 幸那 松井 結菜
加藤 立真 清水 誇生 重野 杏果 上田 みり 谷村 晃生 神谷竜汰朗
矢野 朔也 深谷 太陽 牧野 芽依 小栗 涼雅 伊東 采姫 間瀬 健大
大内 はる 古久根 杏果 猪塚 蓮 尾 琉生 小松 沙帆 北野 恵愛
杉本 陽菜乃 鈴木 莉乃 佐野 遥都 犬塚 玲莉 矢野 夢乃 眞田 結音
角谷 日向 野々山 咲那 浅岡 芽依 梶山 さくら子 横井 綾乃 久田 真優
前川ななみ 吉田 帆那 安宅 美緒 神谷 一花 横山 咲綾 上田 にこ
大野 暖真 杉浦 京晟 鈴木 栞和 川角 空美 鵜野 滉平 齊藤 昊汰
谷 泰一 大﨑 愛佳 西沢 ヒデミ 寺田 朱璃 小林 陵聖 尾 梨心

岩瀨 美来 門川 美桜 廣瀬 彩里 鶴田 隼士 屋良 陽誠 加藤 緋莉
大久保 舞衣 佐藤 優菜 増田 梨衣 堀 匠 鈴木 純怜 川本 早々良
佐野 楓 洞地 紗名 古賀 太清 山中 俊熙 橋本 空來 鈴木 心結
藤井 璃子 水口 桃希 スアパン レイ 加藤 沙彩 増田 玲衣 山口 葵生

五十嵐 優人 都築 亮晴 神谷 心絆 大内 初音 小池 紫音
岡田 彩希 石川 実沙 長谷川 和奏 清水 妃由 近藤 太一
川角 桜恵 岩崎 萌々音 江川 希空 杉浦 詩乃 川角 桃可
ｸﾞｴﾝ ｸｲﾝ ｱﾕﾐ 神谷 柚泉 中村 穂乃花 近藤 はなみ
鈴木 花奈 中根 梓 深谷 心春 竹内 里帆
刁 顕晴 古田 咲良 松尾 杏美 兵藤 希美

＊「金賞」各学年、学級名簿順に掲載

○校内かけ足大会 「入賞」 男子の部
順 位 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年
１ 位 矢野 朔也 川角 龍生 岡井 桜河 大久保結月 鵜野 滉平 八戸 悠翔
２ 位 永田 優雅 福冨 凜 東島 生旺 長谷 昂哉 谷村 晃生 近藤 太一
３ 位 谷 泰一 中多 一翔 松下 怜央 岩月 咲郎 工藤虎太郎 磯﨑 陵太
４ 位 伴 颯介 辰野 漸 石田 悠翔 林 蓮大 矢野 晴也 中嶋 優晴
５ 位 大野 暖真 島上 透弥 新免 奏汰 八戸 陸斗 ｶﾓ ﾑﾘｴﾙ ﾚﾝ 福冨 元
６ 位 尾 栞穏 田中 悠斗 平松 大征 屋良 樹輝 舘前 柊陽 岡井 守咲
７ 位 加藤 立真 山﨑亘乃信 川嶋 響 川角虎太郎 鬼頭 天吉 小池 紫音
８ 位 梶山瑛士朗 喜屋原央理 佐野 遥都 鶴田 隼士 塩谷 知矢 小田切柚太
９ 位 藤浦 虹斗 大宮 悠聖 竹内 颯汰 川上 蓮斗 吉田 結道 岩月 桔平
10 位 池田 律樹 西倉 弘晃 山本 桜大 小林 大騎 塩谷 直矢 鈴木 絢介

○校内かけ足大会 「入賞」 女子の部
順 位 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年
１ 位 石田 莉子 工藤 萌々 松下 葵咲 犬塚 玲莉 矢野 夢乃 安藤 胡桃
２ 位 太田 真椰 岡田 彩希 牧野 芽依 小野華乃音 柳瀬 萌衣 石川 琉惟
３ 位 久田 楓 佐藤 莉紗 野口 梓 梶山さくら子 田中 杏 牧野ひまり
４ 位 吉田 歩瑚 竹下 浬帆 中島加梨南 島上 奈々 田中 結菜 松井 結菜
５ 位 大久保舞衣 山下 櫻 木村 莉彩 植尾 友南 佐藤 陽菜 林 希々花
６ 位 杉浦 結音 佐藤 優菜 古田 咲良 鈴木 愛梨 栗原 咲妃 松下 実桜
７ 位 三浦 瑞稀 川角 桜恵 雨宮 里桜 小澤 美佳 中村穂乃花 久田 真優
８ 位 赤塚 愛徠 井之﨑 優莉南 磯﨑 愛菜 髙橋 彩良 大内 初音 北野 恵愛
９ 位 岩瀨 美来 橋口 瑠海 鈴木 栞和 髙松 暁莉 安藤 千恵 加藤 緋莉
10 位 山田 ｱﾙﾃﾔ 高尾 瑠花 中根百々笑 長谷川和奏 山本 紗弓 鈴木 芽生

○校内読書感想文コンクール
「入選」 ４年１組 大滝 創愛 ３年３組 石川 実沙


