
                                                            

 

 

 

 

  先日の保護者会には、多くの方に出席いただき、ありがとうございました。 

９月から始まった長い２学期も明日で終了です。子ども達は日々の学習はもちろん、学校の

行事や各学年の取組を通して、大きく成長してきました。子ども達の頑張りや輝きを多く見る

ことのできた２学期でした。きっと子ども達も、頑張ったことへの達成感を何度も味わってく

れたことと思います。しかし一方で、友達とのトラブルでうまくいかなかったときもあったと

思います。うまくできたことも、失敗したことも、全ては自分の成長するための栄養になりま

す。そして多くのことを学び成長してくれたと思います。さらに子ども達が成長し続けていけ

るよう、これからも皆さんとともに取り組んでいきたいと思っています。 

皆様、よいお年をお迎えください。 
 

 二学期保護者会   １２月１２日（土）  

今日の保護者会には多くの保護者が来校されました。各学年の学習発表会を下の学年に伝える

授業を見学していただきました。 
 ６年は「勝山いいところ発信隊」、５年は「勝山大好き隊」、４年は

「さまざまな人とのつながりを通して」、３年は「みんなで作ったゆめ

お～れ新聞」で調べたことを下の学年に発表しました。また、保護者に

向けて、６年は「ミニ立志式」で将来の夢を発表し、みんなで「ふるさ

と」を合唱しました。２年は「町たんけん」、１年は「いろんな歌を歌

おう」で調べたことや歌を発表しました。 
 

市長に受賞の報告   １２月９日（水） 

 本校のＰＴＡ石上副会長・松村副会長と校長の３名が勝山市役所へ行

き、山岸市長様・梅田教育長様・但川課長様にＰＴＡが文部科学大臣表

彰を受賞したことを報告しました。松村副会長が受賞までの経過と内容

を説明し、故白木ＰＴＡ会長が地域との連携を大切にされていたことに

も触れて話をされました。山岸市長様からは、「良い賞をいただいたの

で地域の皆さんにもっとＰＲしてください。」と激励をしていただきま

した。 
 

仲良し班対抗大縄大会      １２月１６日（水） 

体育委員会の企画で、仲良し班対抗の大縄大会を行いました。委員

会の縦割班１６チームが３分間の跳躍に挑戦しました。結果、チーム

対抗の部では「とびまる」、委員会対抗の部では美化委員会が頑張り

ました。体育委員の活躍で大会がスムーズに運営されていました。 
 

校内アンサンブル演奏会    １２月１７日（木） 

１２月末に開催される奥越アンサンブルコンテストに出場する打楽器の４チーム１８名、リコ

ーダーの１チーム３名が全校児童の前で演奏を披露しました。児童は１１月から放課後を使って

担当教諭の指導の下で練習に頑張っています。練習を始めた頃と比べ、

チームワークが良くなり楽器の演奏もずいぶんと上手になりました。本

番での活躍を皆さんで応援しましょう。 
 

人権教室      １２月１７日（木） 

１２月は人権週間ということで、勝山市の人権愛護委員さん７名が来

校されご指導していただきました。「いじめだよ」のビデオ絵本を見な

がら「いじめ」について考え、「世界をしあわせに」をみんなで歌いま

した。事後の児童の感想には「悪いことをしたらあやまろう。」「いじ

わるやいじめはしないでおこう。」等の意見がたくさん書かれていまし

た。子ども達には、思いやりの気持ちを持って生活してくれることを期

待したいです。 
 

ふれあい文化子どもスクール（５年）     １１月１９日(木） 

５年生が「ふれあい文化子どもスクール」で、福井市の県立歴史博物館で福井の昔の生活を学

び、ハーモニーホールでオーケストラの演奏を鑑賞しました。県立歴史

博物館では、「昔の道具のコーナー」「昭和のコーナー」「歴史コーナ

ー」を見学して、福井の人々の暮らしをしっかりと学ぶことができまし

た。午後のふれあいコンサートでは、小松長生さんの指揮でオーケスト

ラの演奏を中心に、楽器の紹介、パイプオルガンの演奏、ソプラノ歌手

の歌声、ハープやチェロの演奏、県民歌の合唱等楽しい企画がいっぱい

ありました。 
 

箏の体験（５・６年）        １２月１５日（火） 

市内在住で生田流の「箏」の指導をされている北川さんと中川さん

をお招きして、５・６年生が「箏」の勉強をしました。箏という楽器

の歴史や名称、お菓子の八ツ橋との関係等をクイズで学び、体験グル

ープとビデオ視聴グループに別れて活動しました。体験会場では６台

の箏が用意され、みんなで「さくらさくら」の曲を練習しました。最

後に北川さんの素晴らしい演奏を聞いて終わりました。 
 

 英語劇の発表 （１・６年）     １２月１８日（金） 

６年生が英語劇（桃太郎）を１年生に向けて発表しました。６年の

２つの教室に１年生を招待して、英語とゼスチャー、小道具を使って

ミニステージを開きました。英語劇なので、１年生は言葉を理解する

のは難しいので、６年生はゼスチャーや声の大きさを工夫して表現に

頑張っていました。 
 

１月の予定 
 
 
 

 

 

 

  西の子だより   

勝山市立成器西小学校 第９号 平成２７年１２月２１日 文責：校長 

日 

日   

８日（金）３学期始業式 

１２日（火）読み聞かせ（全校）学校集金 委員会  

      給食開始 

１３日（水）ジュニア英語検定 

１４日（木）１日消防署長委嘱式 

１５日（金）月曜校時 漢字検定 校校下園長会   

１８日（月）登校班長会    

１９日（火）読み聞かせ（１・２） クラブ 

２１日（木）校内スキー教室 

２５日（月）職員会議 清掃班長会 

２６日（火）読み聞かせ（１～４年）委員会 

２７日（水）租税教室６年 

２８日（木）スキー教室予備日  

２９日（金）英語授業研究会（授業名人） 

３０日（土）席上揮ごう 

   



各種大会の結果 

二学期は、陸上・作文・書道・理科作品・図画等の大会や審査会でたくさんの子ども達が入賞

しました。おめでとうございます。 
 

勝山市教育委員会表彰       １１月３日（火) 

 【学校文化賞】  ５年 宮本百合奈さん （昨年：北陸アンサンブルコンテスト最優秀賞） 
 

第４２回県小学生陸上秋季記録会  １０月４日（日） 

１位 ６年女子１００ｍ   山岸沙也加さん  記録 １３秒３４ （大会新） 

１位 ６年男子走高跳    山形将太さん   記録 １ｍ３０ｃｍ 

３位 ６年女子ボール投げ  片山夢奈さん   記録 ３８ｍ５４ｃｍ 

３位 ５年女子ボール投げ  今井美香さん   記録 ２９ｍ８６ｃｍ 

３位 ５年男子走高跳    森下喬祐さん   記録 １ｍ１５ｃｍ 

３位 ４年男子走幅跳    横川剛望さん   記録 ３ｍ３９ｃｍ 

６位 ５年男子８０ｍＨ   長谷川大さん    記録 １７秒７９  
 

坂井地区陸上秋季記録会    １１月１日（日） 

 １位 小学女子１００ｍ   山岸沙也加さん  記録 １３秒４０ 
 

第２１回ふくいジュニア文学賞    １１月２１日（土） 

 創作童話の部  佳作  ２年 田中優さん 
 

平成２７年度 下水道いろいろコンクール 

 銀賞  ５年 木村匠さん 

 銅賞  ６年 山岸沙也加さん 

 入選  １年 森麗加さん ６年 佐々木弥法さん 白木梨紗子さん 
 

ことばの贈り物 「ありがとうメッセージ」 

優秀賞  ５年 西尾真美さん  入選  ５年 細川蓮斗さん 
 

絵で伝えよう！私たちの町のたからもの    １２月２日（水） 

勝山市教育委員会賞  ３年 長谷川由花さん 

地域遺産賞      ３年 織田涼花さん 

入選  １年 松井ゆきさん  ４年 山田晃輔さん  ６年 中山ゆめさん    
 

恐竜を描こう絵画コンテスト    １１月１５日（日） 

金賞 ３年 上山京柊さん ６年 玉木美有さん 

銀賞 ２年 沼田健慎さん ４年 古川陽夏さん ５年 石上誠大さん     

銅賞 ３年 岡田芽依さん ４年 谷口青さん    ６年 佐々木弥法さん 

５年 木村匠さん  長谷川大さん 宮本百合奈さん 森下喬祐さん  

佳作 ２年 木村圭太さん 白木瑛門さん 玉木大心さん  

４年 梅原陽愛さん 谷優希さん   ６年 久保田亮さん   
 

第１０回勝山城絵画作品展 「お城を描こう」    １１月２５日（水） 

金賞 ２年 木村圭太さん  銀賞 ４年 玉木来知さん ４年 向井海瑠さん  

佳作 １年 大滝日向子さん  ２年 玉木偉士さん  

勝山市小中学校児童生徒作品展 【書写の部】    １０月２９日（木） 

特選 １年 白野彩和さん  斎藤菜々心さん ２年 谷知花さん  久保藍里さん 

３年 杉下敦基さん  松村史織さん  ４年 谷優希さん  松井温人さん 

５年 白﨑天海さん  宮本百合奈さん 

６年 白木梨紗子さん 山岸沙也加さん 片山夢奈さん 松井菜緒さん      

入選 １年 上杉乙さん   織田柊太さん  松井ゆきさん 森麗加さん  山川結生さん 

   ２年 内田季陽花さん 大倉那月さん  鹿島珠さん 黒原さつきさん 定友咲弥さん 

           田中優さん  

   ３年 石塚柊司さん  織田涼花さん 北川夢来さん 小林美翔さん 森本泰地さん  

   ４年 梅原陽愛さん  久保汐里さん 増田美海さん 松村大和さん 山田ののかさん 

           横川剛望さん 

   ５年 天野ほのかさん 今井美香さん 中辻雅俊さん 西尾真美さん 聖山龍也さん 

       細川蓮斗さん  森下喬祐さん  

   ６年 玉木美有さん  中山ゆめさん 松村杏さん    

 加藤ほのかさん 重田日和さん 松井颯乃子さん 村上美結さん  
 

勝山市小中学校児童生徒作品展 【理科研究の部】     

ライオンズ賞 研究の部 ５年 宮本百合奈さん 「空気の不思議」 

金賞 研究の部 ３年 立壁史月さん 「生き物さがし」 

        工作の部 ４年 松井温人さん 「リニアモーターカー」 

銀賞 研究の部 １年 上杉乙さん ４年 白木旋理さん ６年 佐々木弥法さん 

       作品の部 ３年 織田涼花さん 

        工作の部 １年 白﨑裕將さん 

銅賞 研究の部 １年 白野彩和さん  杉本心花さん  

                ２年 木村圭太さん  玉木大心さん   山内悠生さん 

          ３年 石塚柊司さん  大谷尚央さん  森下倫瑠さん  

        ４年 田中萌衣さん  谷優希さん   向井海瑠さん  山田ののかさん 

        ５年 川端陸大さん  木村葵さん   長谷川大さん  舟田早希さん 

        ６年 白木凱弥さん  村上誠悟さん  山川結愛さん  重田日和さん 

  作品の部  ２年 笠松優樹さん  谷知花さん   

       ３年 天野わかなさん 岡田芽依さん 

         ４年 森彩音さん 

５年 天野ほのかさん 木村匠さん  

                  ６年 大谷侑紀さん  

  工作の部  ２年 田中優さん 
 

勝山市小中学校児童生徒作品展【図画工作の部】    １０月３０日（金） 

 特 選  １年 松井ゆきさん  松井亮太さん 安岡夢希さん  安田直希さん 

     ２年 石畝美紅さん  大倉那月さん 黒原さつきさん 田中優さん 

     ３年 大谷萌歌さん  野邉円華さん 長谷川由花さん 柳原天人さん 

     ４年 石畝希優さん 梅原陽愛さん 立壁真菜さん  玉木来知さん 横川剛望さん 

     ５年 天野ほのかさん 西尾真美さん 長谷川大さん 聖山龍也さん  

   ６年 佐々木弥法さん 松村杏さん 村上誠悟さん  片山夢奈さん 川越裕太さん 


