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すすんでする子 ～

大放課や昼放課、運動場やアスレの森で遊ぶ子どもたち
が大勢います。これらの放課は、亀っ子たちの成長ぶりが
よく分かる時間です。亀っ子たちには、授業や集団にいる
緊張からの気分転換になり、進んで仲間と交流し、楽しく
過ごしたり、けんかもしたりする時間です。
私はこの放課の時間が大好きです。亀っ子たちは、授業
など学校生活や家庭生活で身に付けた力を使いながら、自
由に自分を表現し活動しています。私は、けんかが起きて
も、多少遊び方が荒くても、口を出しません。ただし、危
険な場合や、仲裁、激励が必要な場合だけ、口を出します。
子どもたちは、多くの課題に対して、自分たちで解決できる力をもっています。子どもたちの中に「ど
うしよう」
「ちょっとやりすぎた」
「これでしょうがない」などと、遊びの仲間、ルールも調整する力が
あり、また、大人に助けを求める方法も知っています。一人で遊んでいる子もいます。それはそれで良
いのです。自分の心を癒やし、リフレッシュする時間が放課なのですから。
子どもたちの一年の成長はとても大きいです。校長室にある
４月の学級写真を見ると、どの子かと思うほど顔つきが変わっ
て見えます。放課だけでなく、授業中の様子も活動的で、表情
が引き締まっているように見えます。ペア活動・児童集会では
笑顔が増え、子どもたちが楽しみにできる時間になりました。
本校では、今年度も「元気な子 たくましい子 進んでする
子」の育成を進めてきました。人は人の中で成長できます。集
団の中でもまれて、成功や失敗を繰り返しながら考える力や協
調性、社会性を身につけてきました。規律ある落ち着いた生活の中で、あいさつや笑顔が増えてきまし
た。亀っ子たちは着実に成長しているようで、とてもうれしく思います。

卒業を祝う会
亀小のために今までありがとう
３月１日（金）に、卒業を祝う会を行いました。１年生から５
年生まで、それぞれの学年が心を込めてかわいらしいダンス、リ
コーダーの演奏やきれいな歌声の合唱などを発表しました。「あ
りがとう大すき」「中学校へ行ってもがんばってください」と、
心の込められた熱いエールが送られました。
思い出のスライドの後、
６年生からお礼として『旅
立ちの時』の合唱が披露さ
れました。すてきな歌声が体育館に響き、みんな聴き入っていま
した。６年生は、いつも後輩のあこがれでしたね。
１年生から３年生にとっては、６年生との卒業式にもなりまし
た。退場する６年生には笑みがこぼれるとともに、卒業そして中
学校生活への期待感が満ちあふれていました。

明亀会様より皆勤賞をいただきました
ありがとうございました
明亀会様から、５名の亀っ子たちへ皆勤賞の贈呈がありました。賞状とともに副賞もいただきました。
『健康は宝』です。夢の実現に向けて、「心身の健康」は大きな力になります。今後も規則正しい生
活に心がけるとともに、心にも栄養が満たされるように、
『笑顔』と『優しさ』を持ち続けてください。
皆勤賞、おめでとう。６年間皆勤は、次の亀っ子たちです。
【 ６の１ 星野涼音 ６の１ 宮地美帆 ６の２ 南野心花 ６の３ 滝塚えみり ６の３ 佐藤花憐 】
☆半田市教育委員会からの連絡☆ 『ごんごん駅伝大会は今年度をもって終了します』（主な理由）
・小規模校において選手選考が難航するとともに、その選手に過度な負担がかかっている。
・２学期終業式の午後に大会を行うことは、様々な面で支障があり、また、日程を変えて他の時期に行
うことは、他の行事との関連もあり、難しい。

【表彰がありました】

亀っ子たちの活躍に拍手！

◯第４９回半田市さわやか教育展 出展奨励
ひまわり、たんぽぽ学級１１名の亀っ子たちが、さわやか教育展に出展し奨励されました。
◆個人作品「陶芸のランプシェード」 ◆共同作品「がちょうのたんじょうび」
「山車」
◯平成３０年度亀崎地区少年を守る会標語
優秀賞 久田菜月(3-2)
佳作
天木結賀(1-1) 新美颯志朗(1-2) 足立暖々(1-3) 竹内一翔(1-3) 伊藤虎珀(2-1)
山本敬互(2-3) 村田獅恩(3-1) 眞野楓果(3-1) 稲生心愛(3-2) 間瀬柚奈(3-3)
近藤惇樹(4-1) 吉川 凪(4-4) 牧 風香(5-2) 服部里美(5-3) 秋田心暖(6-1)
鈴木愛里(6-1) 宇佐友一朗(6-2) 竹内琳香(6-2) 小路口雄飛(6-3) 小島柚衣(6-3)
◯第３４回半田市造形教育展 出品者（学校代表奨励）
前川想祐(1-1) 谷口さくら(1-2) 日置悠登(1-3) 服部寛子(2-1) 山本華那(2-2)
久野真友香(2-3) 眞野楓果(3-1) 寒河江璃子(3-2) 秋田陽彩(3-3) 小林永真(4-1)
千葉七緖(4-2) 竹内温音(4-3) 石川寧々羽(4-4) 河合里奈(5-1) 山口翔生(5-2)
岩崎華帆(5-3) 隈江萌音(6-1) 寒河江歩美(6-2) 千田紗永(6-3)
◯町制６５周年記念第２０回ゆめたろうスマイルマラソン １マイル女子３・４年の部
第６位 ４の１ 天木心音
第９位 ４の３ 石川陽南子
◯棚尾大浜Ｕ－９サッカー杯 第３位
３の２ 石川凛空
３の３ 岩本凰佑
３の１ 高原魁李
３の３ 竹内獅斗
３の３ 田中啓介
３の１ 成田吉勲
３の２ 新美瑠紅
３の３ 林 旺汰
３の２ 宮田悠誠
３の１ 六嶋丈就
◯第４６回人権を理解する作品コンクール 奨励賞
＜書道の部＞ ３の２ 坂東りさ子
３の２ 正岡珠愛
３の３ 長谷部千鶴
４の２ 杉野未來
４の３ 杉野早風
＜標語の部＞ １の２ 谷口さくら
２の３ 酒井雄生
３の３ 鈴木祥太
６の１ 間瀬孝太郎
６の２ 伊藤寧音
◯第２３回半田ファミリー駅伝大会 小学生女子の部 第４位
６の１ 秋田心暖
４の１ 天木心音
４の３ 石川陽南子
３の３ 秋田陽彩
４の１ 松井初夏
◯平成３０年度半田市教育委員会表彰
第２０回にっぽんど真ん中祭り ジュニアキッズ部門金賞 ６の１ 鈴木愛里
２０１９年度リトルリーグ東海連盟秋季決勝大会 優勝
６の１ 荒木研資
６の２ 石川遙飛
◯第２２回しのささ杯争奪少年サッカー大会 ５年生大会３位トーナメント 第１位
５の１ 石川瑛登
５の１ 成田吉輝
５の１ 林 結心
５の２ 酒井伸一郎 ５の２ 堀尾晃生
５の２ 間瀬洸琳
５の２ 山口翔生
５の３ 岩田寛大
５の３ 榊原大貴
◯第８５回半田市北部少年野球大会 優勝
＜Ａチーム＞６の１ 金田嶺登 ６の２ 赤堀日隆 ６の２ 竹内謙信 ６の３ 石橋輝龍
＜Ｂチーム＞５の３ 吉澤 峻 ４の２ 赤堀日悠 ４の３ 宮地 潤
◯第３２回中京少年野球大会 優勝 ６の１ 金田嶺登
◯平成３０年度四支部選抜チーム交流大会 準優勝 ６の１ 金田嶺登
◯第２１回村井杯 女子の部 第１位
６の３ 新美唄子 ６の１ 間瀬三鈴 ６の１ 茂木優空 ５の１ 福富幸枝 ５の３ 岩崎華帆
５の３ 西岡萩菜 ５の３ 青木和奏 ５の１ 竹内 凜
◯第３３回亀崎柔道大会 小学２年生の部 優勝 ２の３ 山本敬互
小学３年生の部 第３位 ３の３ 神谷昇汰 礼法賞 ３の３ 神谷昇汰
小学４年生の部 第２位 ４の４ 山本結互
※３月４日の表彰分まで掲載しました。それ以降の表彰がある場合は、新年度４月号から順次掲載する予定です。

