
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正門の門松が皆さんを出迎えてくれました。 

今年も地域の田川さんが皆さんのために作って， 

飾ってくださいました。地域の方が温かく見守ってくださっていること， 

日本の伝統的なお正月に触れることができること，とてもありがたいですね。 

みなさん，お正月はいかがでしたか。校長先生は，今年も箱根駅伝を見ま 

した。ひたむきに走る選手の姿にたくさんの感動をもらいました。それと同時に大切なことを

多く学びました。その中の三つをお話しします。 

一つ目は，失敗を前向きにとらえて次への成功につなげる大切さです。優勝した大学は，昨

年は選手のケガにより，思うようなレースができませんでした。その反省から，ケガをしない

体を作ることが大切と考え，みんなで協力し，練習を重ね，見事優勝という結果を出しました。 

学校でも，うまくいかないことはたくさんあると思います。どうしたらうまくいくかなと前

向きに考えてみんなで協力すれば，きっといい方向に向くと思います。 

二つ目は，夢，目標はあきらめずに努力する大切さです。今年初めて出場して，たすきをつ

なぎ切った大学には，31歳の選手がいました。箱根駅伝に出場する夢をあきらめずに持ち続

けて見事出場し，一つの夢をかなえました。 

学校でも，それぞれ，夢や希望，目標を見つけながら，成長していきます。これと思った夢

や目標は強く持って大事にしてください。 

三つ目は，相手を尊敬し大事にすることの大切さです。思うような走りができずに，チーム

に迷惑をかけたと感じる選手もいました。しかし，結果が悪くても，それを責めるのではなく，

その頑張りをたたえていました。 

学校でも，友達を思いやり，良さ，がんばりに目を向けてほめることで，いい関係を作って

いってください。 

最後に，もう一つ大事なお話をします。冬休み中に新型コロナウイルスの感染者が急激に増

え，とても心配な状態になっています。 

海田町においても，1月 9日に予定していた成人式が 5月に延期になるなど，大きな影響

が出ています。今まで以上に，感染拡大防止対策をしっかりと 

行いながら，学校生活をしてください。 

令和４年 1月 7日    海田東小学校 校長 石川 和明   
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明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

きれいにして待っていたよ～先生たちも大掃除～ 

 冬休みには，大掃除で活躍した人も多かったと思います。気持ちよく新年を迎えるため「黙働流汗

掃除」とはいきませんでしたが，先生たちも和気あいあいと汗を流して大掃除に励むことができまし

た。掃除中ある先生から「すす払い」が分からない子が増えたという話を聞きました。すす払いをし

ている先生の写真も載せましたので，探してみてください。 

 最後になりましたが，PTA から掃除用具を買っていただきました。3 学期の掃除にも役立ててい

きます。ありがとうございました。 

校長先生のお話 

 

校長先生のお話 

新年があけて，急激な感染拡大となっており，広島県に「まん延防止等重点

措置」が発令される見込み，海田町はその重点地域とされています。 

連日緊急メールを出させていただき，様々なお願いをしておりますが，保護

者の皆様には，御協力を頂き感謝しております。 

 

・３密の回避，マスクの着用，手指の消毒などの基本的な対策をする。 
・登下校時もマスクを着用する。（付け加えました） 
・登校前の検温を含めた健康観察をする。 
・発熱等の風邪のような症状がある場合には登校を控える。 
・同居の家族に風邪のような症状がみられる場合も登校を控える。 
・できるだけ外出を控える。（放課後や休日の校庭の開放は中止） 
・保護者の方が不在の家に集まることがないようにする。 

 

引き続き，心配な状況が続きますが，よろしくお願いいたします。 

コロナ感染拡大防止対策  ～御協力ありがとうございます～ 

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


 

輝かしい成果～各種作品応募の結果～ 

 

☆「環境と健康のポスター標語コンクール」優

秀賞 

 〈ポスター〉 

  〇4 年 大田四葉 久保光輝 

  〇6 年 王 語涵 大須賀愛加 阪口悠 谷平

悠気 玉川羅衣 丹田 有優香 

 〈標語〉 

  〇4 年 竹友郁太 西河綾人 山下莉那 

 

☆第 65 回広島県科学賞 

〈入選〉 

  〇1 年 佐藤 源太 「きゃべつのしろいけっ

かんなぁに」 

  〇3 年 小松 智樹 「こおるはやさととける

はやさについてのけんきゅう」 

  〇5 年 川邉 理央佳 「保存料の有り無しとか

んきょうのちがいでカビの生え方はどうちがうの

か？」 

小柳 香蓮 「土の種類によって土砂

災害の起こり方はどうちがうのかについての研究」 

〈努力賞〉 

  〇 

東洋シート「交通安全横断幕」 

  〈イラスト〉 

〇イラスト 

〈標語〉 

〈入選〉 

 

 

明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

学校教育目標 「考え実践する 海田東っ

子」  

笑顔・あいさつ・思いやり（EAO） よく

 

 
☆「第 65 回広島県科学賞」 

〈入賞〉 

〇１年 佐藤 源太 「きゃべつのしろいけっかんなあに」 

〇３年 小松 智樹 「こおるはやさととけるはやさについてのけんきゅう」 

〇５年 小柳 香蓮 「土の種類によって土砂災害の起こり方はどうちがうのかについての研究」 

 川邉 理央佳「保存料の有り無しとかんきょうのちがいでカビの生え方はどうちがうのか？」 

〈努力賞〉       

〇２年 中道 文香 

〇３年 藤本 凛花  菅家 穂香  横村 心温 

〇４年 大亀 翔真  山下 莉那  田口 侑奈 

〇５年 古川 莉子  青木 知穂  沖本 彬華 

〇６年 東  里 安  青木 すず  毛利 奏太 大須賀 愛加   

 

☆「JA 書道コンクール」 

〈優秀賞〉       〈努力賞〉       〈佳作〉 

〇５年 小柳 香蓮   〇１年 横林 佑実   〇３年 寺内 瑛理 

  

☆「環境と健康のポスター標語コンクール」 

ポスターの部 
〈広島県環境保健協会 奨励賞〉 

〇６年 丹田 有優香 

〈海田町 優秀賞〉 

〇４年 大田 四葉  久保 光輝 

〇６年 王  語 涵  阪 口  悠 

  谷平 悠気  玉川 羅衣  大須賀 愛加 

標語の部 

〈海田町 優秀賞〉 

〇４年 竹友 郁太  西河 綾人  山下 莉那 

 

☆「税の標語」 

〈海田町教育委員会 教育長賞〉 

〇６年 宮田 真希「税金は 今と未来を つなぐ橋」 

 

☆「第１３回 MOA美術館安芸郡児童作品展」 

絵画の部 

〈海田町長賞〉 

〇５年 川邉 理央佳 

〈金賞〉 

〇１年 田 邊  碧  〇２年 落海 詠太 

〈銀賞〉 

〇２年 中井 陽菜 

〈銅賞〉 

〇３年 時久 詩野  〇４年 落 海  善 

書の部 

〈海田町長賞〉 

〇５年 首藤 美咲 

〈金賞〉 

〇１年 竹下 絹華 

〈銅賞〉 

〇５年 山下 頌基 

 

☆「東洋シート 交通安全横断幕」 

 

 

 

 

 

 

 

〈イラスト〉       〈イラスト〉      〈イラスト〉 

〇３年 堀 口  凛    〇３年 岸本 実桜    〇３年 髙倉 妃奈 

〈標語〉         〈標語〉        〈標語〉 

〇１年 竹下 絹華    〇３年 妻木 龍正    〇５年 田㞍 笑里 

「くるまさん       「ゆとりもて       「見たつもり 

とまってくれて      カーソーシャル       心によゆう 

ありがとう」       ディスタンス」      もう一度」 


