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人権尊重の精神や
態度を高めることを
目的とし、１２月４
日～１０日までの人権週間中に
（１）１学期に設定した「なかよし宣言」
のふり返り
（２）人権標語の取組
（３）人権集会
を行いました。
１２月６日（木）に実施した「人権集
会」では、
「すてきな友達」を合唱したり、
人権標語を発表したり、自分は当たり前
だと思っていることでも人それぞれ考え
方が違うということを学習したりしまし
た。誰しも我が身が一番かわいいもので
す。しかし、一人では生きていけません。
助け合い社会の中で生きる以上、他人の
気持ちを考え、考え方を尊重し、思いや
りの精神をもって、他人の身も我がこと
のように思っていくことが大切だと毎年
度この時期に子供たちから教えられます。

人権集会

持久走記録会の結果
＜１・２年生の部 ８００ｍ＞
１年 大久保心皓 ３分４８秒
１年 久保田理仁 ３分４７秒
１年 橋川
詩 ４分３３秒
１年 村部
翠 ４分１３秒
２年 丸谷 瑠芯 ３分３２秒
２年 谷村 心希 ３分３２秒
２年 土谷向日葵 ４分１６秒
＜３・４年生の部 １０００ｍ＞
３年 馬場 大誠 ４分３３秒
３年 松永 晏人 ５分１０秒
３年 山内 秀政 ４分４８秒
３年 冨永 莉来 ５分０４秒
３年 長嶋 萌杏 ４分５９秒
４年 西川 寿一 ５分０９秒
４年 馬場 舞実 ４分４０秒
４年 日髙 小萌 ４分２５秒
＜５・６年生の部 １２００ｍ＞
５年 冨永 愛斗 ５分１０秒
５年 橋川 飛和 ６分０６秒
５年 長嶋 芭奈 ５分１６秒
６年 市山 煌太 ４分４３秒
６年 大久保結貴 ４分４９秒
６年 末田 和馬 ６分３７秒
６年 鋸﨑 芽吹 ６分０２秒
６年 橋川 綾弓 ５分０２秒
６年 橋川 美優 ６分０２秒
６年 山内里名子 ５分１８秒

ま まなぶ子
○

壱岐市立初山小学校

文責：校長

山川 祐司

持久走記録会・もちつき会
１２月９日（日）に、持久走記録会・
もちつき会を開催しました。今年度初め
て日曜日に開催しました。日曜日に開催
した理由は、持久走記録会に関しては、
多くの方に観戦してもらうためです。ま
た、もちつき会に関しては、家庭数減少
に伴う運営の困難さを克服するために多
くの保護者や地域の方々に参加・協力し
てもらうためです。
２つの行事をセットにし、日曜日開催
にしたことで、上記の目的を達成するこ
と以外にプラスアルファーがたくさんあ
りました。
・子供たちが生き生きと活動し、良い笑
顔で楽しく一日を過ごしたこと
・子供たちが成就感や達成感をもてたこ
と
・保護者や地域の方々も楽しそうに参加
していただいたこと
・保護者同士や保護者と地域の方、職員
との親睦や交流が十分に図れたこと
・地域一体となった活動となったこと
・家族や社会とのふれあいが十分に図れ
たこと
などです。保護者の皆様、おじいさん、
おばあさん、福山様、初山地区教育振興
会議の皆様、初山を考える協議会の皆様、
ＪＡ青年部の皆様、老人会の皆様、婦人
会の皆様等、御協力いただいた皆様に深
く御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。

遊具のペンキ塗り
１２月８日（土）
の午後、翌日のもち
つき会準備終了後に、
「おやじの会」で、
運動場の遊具（ブラ
ンコと登り棒）のペ
ンキ塗りをしていた
だきました。新品同様になりました。子
供たちも喜んでおります。ありがとうご
ざいました。

お楽しみ集会
（主役は君だ集会）
１２月１３日（木）に標記の集会を行
いました。内容は下記のとおりです。
１ はじめの言葉（大久保結貴）
２ 出し物
（１）ピアノ「小鳥だったら」
（谷村心希）
（２）短縄跳び（３年生）
（３）ピアノ「操り人形の一人芝居」
（長嶋芭奈）
（４）コント
（市山煌太、大久保結貴、山内琉空）
（５）ピアノ「晴れた空」（馬場舞実）
（６）ドラえもんクイズ（３年男子）
（７）ピアノ「大きな古時計」
（日髙小萌）
（８）劇「クワガタムシの一日」
（橋川飛和、末田和馬）
（９）八の字跳び（１、２年生）
（10）ピアノ連弾「いつも何度でも」
（長嶋芭奈、山内里名子）
（11）リコーダー「ラバーズコンチェル
ト」「まちぼうけ」
（鋸﨑芽吹、橋川綾弓、橋川美優）
（12）コント「ウマーベラス」
（冨永愛斗、長嶋俊宏）
（13）ピアノ「エリーゼのために」
（山内里名子）
（14）合唱・ダンス「今日から俺は」
（３、４年生）
３ 終わりの言葉（冨永愛斗）

受賞

第６４回「子ども県展」
において、入選しました。

絵画の部
絵画の部
絵画の部
絵画の部

１年
２年
６年
６年

大久保心皓
丸谷 瑠芯
末田 和馬
山内里名子

版画の部
版画の部
版画の部
版画の部

１年
１年
３年
４年

橋川
村部
山内
日髙

詩
翠
秀政
小萌

入賞者
１ 健康づくり標語 ポスターコンクール
壱岐市長賞 ６年 大久保結貴
２ 第８６回全国書画展覧会 書の部
金賞 ６年 山内里名子
金賞 ６年 市山 煌太
金賞 ６年 大久保結貴
銀賞 ４年 西川 寿一
銀賞 ３年 長嶋 萌杏
銀賞 ３年 馬場 大誠

人権フェスティバル
（アトラクション ）
１２月１６日（日）に、壱岐の島ホー
ル（中ホール）で行われた「一支国しん
けんフェスティバル」の中で、市内小中
学生によるアトラクションがありました。
郷ノ浦中学校の出し物の後で、初山小学
校５、６年生が、学習発表会で演じた劇
「１２人とお化けの・・・」をしました。
子供たちは大舞
台で堂々と表現
できました。終
了後には、多く
の方から「初山
小 、 凄 い 。」 と
いうお褒めの言
葉をいただきま
した。

卓球大会 優勝

訃 報

１２月１６日
（日）に行われ
た「第３０回壱
岐 市卓球連盟会
長 杯卓球大会」
の 小学生男子個
人 戦の部におい
て ６年生の末田
和 馬さんが見事
に優勝しました。

１２月４日（火）、本校５
年生長嶋俊宏さんのお父様、
長嶋和久様が御逝去なさいま

した。
２日前の小学生駅伝大会のときは、私
は一緒に語らい、一緒に応援しただけに
残念でたまりません。明るく、楽しい性
格であり、年齢も近かったのでとても親
近感をもっておりました。
和久様の御冥福をお祈りするとともに、
俊宏くんのために、職員一同がんばって
いきたいと思っています。

