
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 考え実践する 海田東っ子 よく学び よく遊び やさしく強く 

海田中学校１日体験入学に行ってきました。 

 今日，中学校の体験授業がありました。部活見学もあって楽しかったです。美術部に入ろうと思い

ました。社会の授業も楽しかったです。吹奏楽部もいいと思いました。USA を演奏してくれてかっ

こいいなと思いました。スポーツ系もテレビでしか見ないのがあって良かったです。入学も少し不安

だったので，入学するのが楽しみになりました。                   

６年１組 菅尾 かの子 

 今日は，海田中学校の体験入学がありました。私は，中学校も小学校と基本的なことはあまり変

わらないんだなと思いました。体験授業では理科で静電気について知りました。最後にやったみん

なで手をつないで輪になって電気を感じたことがとても印象に残りました。       

６年２組 矢熊 桂苗 

平成３０年度 ２月号 

海田町立海田東小学校 

 

 今日，５・６時間目に中学校の体験入学がありました。体験授業は，数学をしました。１７の数字

の秘密をとく内容で，すごくおもしろかったです。中学校がどんな感じかが分かりました。 

                                 ６年３組 植田 七菜 

Webページ http://www.kaitahigashi-e.ed.jp/ 

E-mail      kaitahigashi-es01@kaitahigashi-e.ed.jp 

新入学児童の１日入学を行いました。 

１月３１日本校でも，１日入学を行いました。 

５年生が，受付をすませた子どもたちの背中に名前シールをはって，

やさしく１列に並ばせていました。その後，２年生の教室で学校紹介

を行い，５年生による読み聞かせを行いました。 

 ５年生も最高学年への準備が始まりました。 

 素敵なお兄さん，お姉さんでした。 

  

 先月は，本校でもインフルエンザが流行し，マスクの着用や教室の換気，湿度保存のための霧吹

きの導入などインフルエンザへの予防対策に取り組んでまいりました。 

１月下旬にはピークを過ぎましたが，今後ともマスク持参や早寝早起き等の生活リズムの確保に

ついて御協力お願いいたします。 

http://www.kaitahigashi-e.ed.jp/


 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月２８日（月） ６年１組 田村 純子教諭 

第６学年 国語「プロフェッショナルから学ぶ未来の自分 プロフェッショナルたち」 

 ３人のプロフェッショナル（海獣医師，板金職人，パティシエ）の仕事の視点や思いについてグルー

プで読み取りを分担し，担当ごとのグループで共有することにより 

読みを深めることができました。 

その後，もとのグループに戻り，３人の仕事の視点や思いの 

共通点や相違点について深めました。 

このような手法を「ジグソー学習」といいます。 

それぞれが役割分担をもつことで主体的な学びにつながりました。 

これから中学生になる 6 年生にとって，プロフェッショナルの 

仕事の視点や思いが生き方へとつながっていくことを期待します。 

１月２８日（月） ５年２組 澄川 和生 主幹教諭 

第５学年 理科「人のたんじょうのひみつを探ろう」 

 これまで，メダカについての学習を行っており，メダカは卵の表面から酸素を取り入れていることを

学びました。「人間はおなかの中でどうやって息をしているのか？」 

という課題から子どもたちは，これまでの既習事項や個々の知識を 

総動員して「半魚人説」や「母親の吸った空気を利用している説」 

「息をしていない説」等子どもたちなりの理論を構築していきました。 

最後に VTR で母親の胎盤を通して酸素や栄養分をへその緒 

からもらっている神秘について学びました。 

 保護者の方からのインタビュー等ご協力ありがとうございました。 

主体的・対話的で深い学びに取り組んでいます。 

１月２３日（水）５年３組  夏 純子教諭 古田 奈穂 JALT 

第５学年 外国語活動 

「what would you like? ～International  Tomato dishes Festival をひらこう～」 

比治山大学 大牛英則教授をまねき，外国語活動の授業研究を行いました。 

総合的な学習の時間で行っている，トマトの「凜々子」を使った料理について 

調べ学習をした内容とコラボし，世界のトマト料理についてレストランで紹介 

する場面の学習を行いました。料理の名前や様々な味についてこれまで学習し 

た内容を使いながら対話することで楽しく学習することができました。 

 夕食の食卓で，子どもたちに味について聞いてみてください。  

 What’s  in  it ?  Tomatoes.  What’s  the  taste?  It’s  hot.  Here you are. 

  あっという間にグローバルな食卓になりませんか？ 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールカウンセリング 

２月１５日（金）13:30～16:30 

2 月 20 日（水） ９:00～12:00 

子育てやお子様の様子など気軽に 

相談してください。希望される方は， 

事前に教頭までご連絡ください。 

082－82３－2270  

【３月の予定】3 月 6 日 9:00～12:00 

２月の生活目標 

外で元気よく遊ぼう 

 １月は，「相手の目を見てあいさつしよう」でした。 

ご家庭，地域ではいかがでしたか？  

おはよう。いってきます。ただいま。ありがとう。 

目を合わせてのあいさつはできましたか？ 

 学校では，大きな声であいさつがかえってくるようになっ

てきました。朝，職員室に健康観察をとりに来る児童のあい

さつの声がだんだんと大きくなってきています。 

大変喜ばしいことです。 

今後とも声かけのほどよろしくお願いいたします。 

 2 月は，寒さに負けず元気に外で遊ぼうです。 

平成３０年度体力優秀賞受賞 

   ４年 井上 峻希  

４年 竹中 ひなた 

５年 香川 陽生  

「ホットライン教育ひろしま」HP 掲載予定 

JA 安芸２０１８書道コンクール受賞 

１年 西明 希帆 佳作 ５年 竹村 瑠樹 

佳作 

  

安芸郡ミニバスケットボール大会 

準女子優勝 男子第三位 おめでとう！！ 

【女子】 

 玉谷 空夏  小川 葵   福光 虹穂 

 下野 瀬奈  佐々木 雅 

【男子】 

 稲葉 空遥  高部 遥輝  采田 蒼司 

 山本 築   松本 和樹  草田 大樹 

 佐藤 優輝 

毎月 2 日はベルマーク収集日になりました。 

リサイクル委員会を中心に収集活動を行います。 

ご協力よろしくお願いします。 

自由参観日について  

２月１２日（火）～２月１５日（金）２・３校時 9:35～11:30 

日頃の子どもたちの授業の様子や休憩時間の様子についてご覧ください。 

※ お車でのお越しはご遠慮ください。名札の着用をお願いします。 



２月の行事予定 ３月の行事予定 

6 水 
安芸郡教育研究会 

小さくら保育所・東海田幼稚園（1年） 
4 月 委員会活動 

7 木 合同あいさつ運動 6 水 スクールカウンセリング ９:00－12:00 

8 金 教育委員会会議 家庭読書の日 7 木 合同あいさつ運動 

9 土 子ども司書認証式 ８ 金 家庭読書の日 

10 日   19 火 体罰・セクハラ相談日 

11 月 建国記念の日 20 水 卒業式  

12 火 
自由参観日 2．3.h 9:35－11:30 

12 日～１5 日 
21 木 春分の日 

13 水 授業研究 3－3国語 22 金 家庭読書の日 

14 木 第２回小中合同クリーン活動（5年） 25 月 修了式 離任式 

15 金 

スクールカウンセリング 13:30－16:30 

PTC4年（二分の一成人式） 

東海田幼稚園交流会 6‐2 

 

16 土   

17 日   

18 月 クラブ活動 

19 火 
体罰・セクハラ相談日  

心の元気推進協議会（海田南小） 

20 水 
スクールカウンセリング ９:00－12:00 

図書ボランティア修理 Jアラート訓練 

21 木 保幼小連絡協議会 

22 金 

校内授業研究 家庭読書の日 

体育 1‐3 日本語学級 

新班編成 15：00－15：40（育成部） 

23 土 郡サッカー大会（熊野） 

24 日 参観 13:55～14:40 懇談 もちつき 

25 月 2/2４の振替休日 

26 火 なかよし遠足（総合運動公園） 

27 水 感謝の会 8:15～8:35 

28 木 
学校評価委員会 13:15～14:05 

卒業を祝う会   14:05～15:25 

ともだち 谷川俊太郎 

ともだちって かぜがうつっても 

へいきだっていってくれるひと。 

ともだちって いっしょにかえりたく

なるひと。 

ともだちって おかあさんや おとう

さんにも いえないことを そうだん

できるひと。 

ともだちって みんなが いっちゃっ

たあとも まってくれるひと。 

ともだちって そばにいないときにも 

いま どうしているかなって おもい

だすひと。         （略） 

しかられた ともだちは  

どんなきもちかな。 

なかまはずれに されたら  

どんなきもちかな。 

しっぱいを わらわれたら  

どんなきもちかな。 

ないしょばなしをされたら 

どんなきもちかな。 

やくそくを やぶられたら 

どんなきもちかな。

（略）家庭読書をお楽しみください。 



 

  


