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令和４年３月１０日 第１８号 壱岐市立初山小学校 文責：校長 山川 祐司

２ 月 ２ ８ 日
（月）に初山保
育所園児と先生
方が小学校に来
てくれました。
今年度をもって
卒園する６名の
年長さんが、６
名の卒業生へプ

レゼントを渡すためです。心を込めてつ
くったお手紙とマスク入れをプレゼント
してくれました。双方とも緊張気味でし
た。これからも一緒に学習することはな
い子供たちです。園児たちが小学校を卒
業するときには、６年生は高校を卒業し
ます。しかし、このような慣習は初山な
らではで、ほのぼのとします。

卒園生から卒業生へ

６年の田口 怜奈さん
が、「第１２回 税に関す
る絵はがきコンクール」に
おいて、優秀賞をいただき

ました。作品は、スーパーバリューイチヤ
マのイートインコーナーに、３月１日（火）
～２２日（火）まで展示されるそうです。
イチヤマで買い物される際は、御覧くださ
い。

優秀賞

田口 怜奈さん

３月２日（水）の３・４校時目に、お別
れ集会をしました。プログラムは、下記の
とおりです。

※進行－運営委員会
※６年生入場
①はじめの言葉（運営委員会；谷村心希）
②後期引継式
③１～５年生の出し物
・１年－ハンドベル、クイズ

合唱「ありがとうの花」
・２年－風船割り、バケツ回し

６年生へのエール
・３・４年－６年生への挑戦状

合唱「どんなときも」
・５年－６年生の良いとこ紹介

合唱「３月９日」
④６年生からの贈り物－卒業制作の看板

合唱「エール」
⑤全校合唱「ぼくの太陽」
⑥校歌斉唱－伴奏（清原舞花）
⑦おわりの言葉（運営委員会；清原舞花）
※６年生退場

この一年間６年生６名が全校の模範とな
り、下級生をやさしくリードしてくれたこ
とが分かる、心温まる集会となりました。

お別れ集会

３月９日（水）に、授業参観と年度末
ＰＴＡ総会、学級ＰＴＡ懇談会を行いま
した。
授業参観は、各学級、一人ずつ発表を

しました。４年生は今年度で１０歳にな
るので、「１／２成人式」を行いました。
思いや感謝の気持ちを伝えることができ
ました。

ＰＴＡ総会では、令和４年度の役員も
承認されました。
会 長 谷村 賢一
副 会 長 大久保貴徳
副 会 長 橋川 美恵
副 会 長 榊原 智子
監査委員 山口 梢
監査委員 有浦沙奈江
１年学級委員長 村部 奈美
１年学級副委員長 田口 有香
２年学級委員長 馬場 将治
２年学級副委員長 山内 英樹
３・４年学級委員長 有浦沙奈江
３・４年学級副委員長 山口 梢
５・６年学級委員長 丸谷あゆみ
５・６年学級副委員長 大久保世理香
おやじの会代表 土谷 幸仁

＜退会される会員＞
山内清香様、冨永清治様、長嶋秀和様

授業参観・ＰＴＡ総会



３月７日(月)に行いました。結果は下
記のとおりです。

※はじめのことば（４年 久保田 理仁）

①「１０秒間速とび」ギネス
※１０秒間で縄跳びを何回跳べるかを
競います。

※学年毎に記録を残していきます。
１年生の部 谷村 萌羽 ２５回
２年生の部 日樫孔海蘭 ３４回
３年生の部 有浦 一楓 ３３回（ 新 ）
４年生の部 久保田理仁 ３５回（タイ）

日樫 恋蘭 ３５回（タイ）
５年生の部 丸谷 瑠芯 ３７回
６年生の部 田口 怜奈 ３９回（ 新 ）

②「豆はこび」ギネス
※３０秒間で、大豆を箸で移します。
☆ギネス更新成らず
優勝 ４年 谷村 柚音

６年 長嶋 萌杏
記録 １３個

☆ギネス記録 橋川美優 ２２個 Ｈ３０

③「ジャンケン」ギネス
※２０回ジャンケンして何回勝てるか
を競います。

☆ギネス更新成らず
優勝 ５年 谷村 心希

６年 田口 怜奈
記録 １７回（タイ記録）

☆ギネス記録 馬場舞実 １７回 Ｈ３０

④「紙飛行機」ギネス
※飛行距離を競います。

１年生の部 谷村 萌羽 ９．４５ｍ
２年生の部 日樫孔海蘭 １６．６０ｍ
３年生の部 丸谷 海音 １４．２０ｍ
４年生の部 久保田理仁 １７．００ｍ
５年生の部 丸谷 瑠芯 １３．２０ｍ
６年生の部 野村 遼太 １６．００ｍ
☆ギネス記録
馬場 大誠
１８ｍ８２ｃｍ
Ｒ２

※終わりのことば
（６年 野村遼太）

お楽しみ集会（ギネス）大会

３月９日（水）の授業参観で、５・６
年生は意見発表をしました。内容は下記
のとおりです。

１ ５年 丸谷 瑠芯
「いつでも心を込めておはよう」
※あいさつの大切さを訴えました。

２ ５年 清原 舞花
「流行語はほどほどにして共通語を話
しませんか」
※流行語・共通語それぞれのメリット
・デメリットについて触れました。

３ ５年 谷村 心希
「世界の平和、幸せのために地球温暖
化を防ごう」
※ＣＯ２の排出量についてよく調べてい
ました。

４ ５年 土谷 向日葵
「発表するとき大きな声を心がけよう」
※大きな声で発表することの大切さを述
べました。

５ ６年 馬場 大誠
「みんなを守れる警察官になりたい」
※シートベルト違反を契機として警察官
について考えるようになったようです。

６ ６年 冨永 莉来
「生きものを愛する人になりたい」
※飼っていた猫の死が契機となったよう
です。

７ ６年 山内 秀政
「平和と正義を守る警察官になりたい」
※テレビ番組の「密着警察２４時」を見
たことに影響を受けたようです。

８ ６年 長嶋 萌杏
「立派な看護師になりたい」
※お母様の一言が後押しになったようで
す。

９ ６年 野村 遼太
「誰とでもあいさつできる人になりたい」
※あいさつはコミュニケーションの第１
歩であることを訴えました。

10 ６年 田口 怜奈
「見通しをもって行動することは平和に
もつながる」
※ウクライナが念頭にあったのか、大東
亜戦争に踏み切った日本の見通しにつ
いても触れました。

すばらしい発表の連続でした。どの子
も最初に問題提起をしていたこと、起承
転結にまとめていたこと、確かなデータ
を基に理路整然と述べていたこと、聞き
ながらうなずいていた子がいたことなど、
感心させられることばかりでした。
担任が特別活動の指導に長けているの

ですが、主に特別活動と国語科で培った
ものが成果となって表れていました。良
い卒業記念になりました。

５・６年授業参観


