
  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
 

令和４年１２月２３日 ＮＯ．14 
       文責：教頭 半澤  圭               

 

 

冬休み前の全校集会 発表児童【３年１組 佐々木 琉海香さん】 
 私が，２学期に頑張ってきたことは２つあります。 

 １つ目は算数です。算数のテストではなかなか良い点数が取れませんでした。そこで，「高い点数

をとるぞ。」と決心して，お家で１学期の復習をたくさんしたり，学校の授業で先生の話や友達の発

表をよく聞いたりして，工夫して勉強しました。テストでも，問題をよく読み，考えました。その結

果，高い点数が取れるようになりました。これからも，高得点を目指して頑張ります。 

 ２つ目は音楽です。３年生からリコーダーが始まりました。リコーダーはきれいな音が出るので，

私もきれいな音を出したいと思いました。でも，なかなか出ませんでした。そこで，穴を指でしっか

りとふさぐ練習を重ねました。そしたら，きれいな音が出るようになりました。もっと練習して，い

ろいろな曲を演奏したいです。 

 冬休みが開けると４年生まで３か月です。何事にも全力で取り組んで，成長していきたいです。 

 

 

 

 

      明日から冬休み 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１６日（金）に，太鼓引き継ぎ式がありました。荒浜小学校の伝統が，６年生から５年生へ

引き継がれました。 

６年生は最後の演奏，そして，５年生は最初の演奏発表に向けて，富山道岳先生と蔭山淳子先生の

指導のもと，「立派に引き継ぎをしたい。」という思いを強く持って，一生懸命練習してきました。 

当日は，たくさんの保護者が来校され，全校児童も見守っての引き継ぎ式となりました。 

代表のことばとして，６年生の金谷太一さんが，「９名で力を合わせて演奏してきました。最後ま

でやり抜きました。」と，万感の思いを述べ，５年生の鈴木翔英さんが，「荒浜小学校の伝統を僕た

ちが守っていきます。」と，強い気持ちを伝えました。 

演奏は，どちらの学年も，心を震わせる響きを表し，涙する保護者や職員もいました。みんなが大

切に思っているこの荒浜小の太鼓を，今後は５年生がしっかりと守っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

休み中もタブレットを持ち帰らせます。【御家庭での取り扱いに御注意ください。】 

①破損しないよう，取扱いに十分気を付けてください。 

②学習に関してのみの使用となります。 

 学習に関係のないサイトを見たり，画像保存したりすることがないよう，御家庭での声掛けやデー

タチェックをお願いいたします。 

 今年も，札幌の青地典夫・美栄子様をはじめとする独楽様より，多額の義援金を頂きました。 
支援金として，学校での設備や児童の教材【1 年生の算数セットやヘルメットなど】などに，有効に使

わせていただきます。 

また，荒浜婦人会の伊藤洋子様（４年伊藤聖乃さんのおばあさま）より，学校内で使用する雑巾を寄

付していただきました。毎回，本当にありがとうございます。 

御寄付 本当にありがとうございました！ 

 

 

１１月２６日（金）に，全校児童で,緑化活動が行われました。作業は，６年生を中心としたなかよし班

での縦割りグループで取り組みました。上学年が下学年に花の植え方を優しく教えたり，一緒にプランタ

ーに土を入れたり，運んだりしました。協力して植えられた花壇はとてもきれいで，来年の５月くらいま

で学校を彩ってくれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月７日（水）に，町統一学力テストがありました。全校児 

童が，国語と算数の２教科を受けました。子どもたちは時間いっ 

ぱいを使って集中して取り組んでいました。初めて取り組んだ１ 

年生は，「緊張したあ。」と，２年生は，「時間ぎりぎりで間に 

合わないかと思ったあ。」などと，終えられた 

ことをほっとしていました。 

結果については，校内で課題を検証し，今後 

の教育活動に役立てていきます。 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
① 学校          ３３－２６７０（12／29～1／3 は閉庁日になります。） 
② 亘理町教育委員会    ３４－０５０９（12／29～1／3 は閉庁日になります。） 
③ 学校携帯（教頭対応）  ０８０－１６９０－７８１０ 
  ※ 夜間や学校に電話がつながらない場合の緊急連絡は，学校携帯または 

亘理町教育委員会までお願いします。 
 



  

県造形教育作品展 

 ○県入選   ：１年 小野 心慈さん「ぼくのおしろ」 

 ○郡造形作品展：６年 小野 聡莉さん「最後の図書室」，２年 眞壁ことのさん「トマトロケット」 

         ３年 佐々木琉海香さん「シャボン玉の世界」，４年 只野 美羽さん「思い出の木」 

         ５年 荒永 優希さん「むじゅうりょくくうかん」，1 年 小野 心慈さん「ぼくのおしろ」 

作文宮城 

郡審査会特選１年 添田 隼翔さん「なつやすみのぼうけん」(作文) 

        １年 小野 心慈さん「うみってたのしい」(詩) 

         ２年 本間ひなたさん「わたしのミニトマト」(詩)，２年 齋藤 想花さん「けんどうへのおもい」（作文） 

郡審査会特選３年 星   颯さん「大切なこと」(作文) 

郡審査会特選３年 渡邊 光空さん「妹が歩いた日」(詩) 

郡審査会特選４年 津田ゆららさん「ありがとう」(作文) 

５年 木村 来樺さん「わたしの姉弟」(作文) 

６年 森 流星さん「雨雲 雷雲」（詩） 

読書感想文コンクール 

 ○入 選    ３年 木村 太一さん「サイとみつりょう者」，３年 角田ひなたさん「犬をかうまえに読んで」 

         ４年 熊谷 紫葡さん「先生 読書感想文かけました」，６年 小野 聡莉さん「食品ロスを考える」 

６年 木村 愛来さん「家族の大切さ」 

火災予防ポスター 

 ○優 良    ２年 門馬 颯汰さん 

宮城県スポーツ少年団バドミントン交流大会 

 ○小学生男子２年以下シングルス 第３位 ２年 木村 龍来さん 

 ○小学生女子６年以下ダブルス  第３位 ５年 木村 来樺さん 

角田市バドミントン大会 

 ○４年以下ダブルス 準優勝 ２年 木村 龍来さん 

 ○ダブルス     優 勝 ５年 太田 圭人さん 

大河原スターズジュニア主催交流大会 

           優 勝 ＡＫツインズ 

佐藤製線旗争奪少年野球大会 

           優秀選手賞 ５年 渡邊  嵐さん 

山元町長杯少年野球交流大会 

           敢闘賞   ５年 山本 颯太さん 

 
＜１月の目標＞ 
生  活 ◆物を大切にしよう 
給  食 ◆寒さに負けない食事をするように心が

けよう 
学校安全 ◆災害から身を守ろう 
保  健  ◆寒さに負けない体を作ろう 

＜２月の主な行事予定＞ 
３日（金）：入学説明会（１～４年弁当，5・6 年給食） 

７日（火）：小中連携 

８日（水）：お話朝会 

１５日（火）：なかよし班活動，マナーアップ運動，ＳＣ来校 

       ※荒浜中学校入学説明会 

１７日（金）：委員会活動⑨ 

２０日（月）～２４日（金）：校内書きぞめ展 

２４日（金）：授業参観・懇談会，弁当日 

２８日（火）：６年生を送る会 

令和５年 １月の行事予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５日（水） 集金引き落とし日（最終） 
１０日（火） 冬休み明けの登校開始，全校集会 ＡＬＴ来校（午前） 
１２日（木） ＡＬＴ来校（午後） 

１６日（月） マナーアップ運動，ＳＣ来校 

１７日（火） ＡＬＴ来校（午前），ＰＴＡ本部役員会（18：00）・常任委員会（19：00） 

１８日（水） なかよし班活動（業間），保・幼・小連絡会（１～３年１４：２０下校），放課後楽校（方言かるた） 

１９日（木） ＡＬＴ来校（午後） 

２０日（木） ＡＬＴ来校（午後） 

２３日（月） ＳＣ来校 

２４日（火） ＡＬＴ来校（午前） 

２５日（水） 放課後楽校（閉校式） ★亘理町小中学校再編に係る基本構想(案)説明会（体育館 19：00） 

２６日（木） ＡＬＴ来校（午後） 

２７日（金） 委員会活動⑧ 

３０日（月） ＳＣ来校 

３１日（火） ＡＬＴ来校（午前） 

子どもたちの頑張りに拍手！！ 

町内巡回展へ 

     出品 



  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
令和４年１１月３０日 ＮＯ．13 
       文責：教頭 半澤  圭               

 

  
 
 

  

 

  

３・４・５年生とプロサッカー選手との交流会【１１月１８日（金）】 

 １１月１８日（金）に，ベガルタ仙台所属の中山仁斗（なかやままさと）選手が来校し，３・４・

５年生の子どもたちと交流をしました。中山選手が見守る中，リフティングやヘディングなど，楽し

くプレーすることができました。また，中山選手から，「困難に負けずに，好きなことを続けていけ

ば，きっと良いことが待っています。」とメッセージをいただきました。子どもたちは，改めて「夢

に向かって諦めずに頑張る大切さを学びました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

５・６年生とプロバスケットボール選手との交流会【１１月２２日（火）】 

 １１月２２日（火）に，Sendai Air jokers所属の【末永 詠嗣選手，阿部 翔太選手】が来校し，

５・６年生と交流をしました。 

 午前中は，環境問題【ＳＤＧｓ】の学習で，街をきれいにしようと，阿武隈川の土手に行って，み

んなでごみ拾いをしました。よく見ると，細かいごみくずが落ちているのに気付き，日頃から街の美

化を意識しなければならないと感じました。 

 午後は，体育館で，プロバスケットボール選手の巧みな技を見せていただいたり，バスケットボー

ルを選手達から直に教えていただいたりと，楽しく活動することができました。「バスケって楽しい！」

と，子どもたちは，夢中になってプレイしていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロスポーツ選手と交流をしました！ 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

 

＜１月の主な行事予定＞ 

 

～９日（月）冬季休業日 

１０日（火）全校集会（業間） 

２７日（金）委員会活動 

※１月中に，ミニ防災訓練を予告なしで行います。 

 
＜１２月の目標＞ 
生活目標 ◆進んで仕事をしよう。 
給食目標 ◆寒さに負けない食事をするように心がけよう。 

  保健目標  ◆かぜの予防について考えよう。 
 安全目標 ◆安全な冬の生活をしよう。 

  

各地区の区長様はじめ，地域の方々の御協力を受け 

て，リサイクル活動が行われました。 

 今年度も，感染に気を付けての実施でしたが，環境 

部員の皆様や本部役員の方々が中心となり，無事，回 

収を終えることができました。 

 「ファミリーマート荒浜店」様から段ボールをたく 

さんいただき，PTA 役員の方々に定期的に回収してい 

ただきました。 

 今回は，昨年度よりも，多い量を回収することがで 

きました。御協力，大変ありがとうございました。 

PTA リサイクル活動【１１／１９（土）】 

御協力ありがとうございました。 

１２月の行事予定 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日（木） ＡＬＴ来校 
２日（金） 先生あのねプロジェクト 
３日（土） 亘理郡ＰＴＡセミナー（山下小１４：００） 
４日（日）  
５日（月） ＳＣ来校 
６日（火） ＡＬＴ来校，お話会【あんころもち】全学年，５年太鼓指導（２，３校時） 
７日（水） 町統一テスト【２校時：国語，３校時：算数】，放課後楽校（たこ作り） 

８日（木） ＡＬＴ来校（午後） 

９日（金） 朝の読み聞かせ，「先生あのね」プロジェクト 
１０日（土）  
１１日（日）  
１２日（月） 全校５時間授業（指導主事訪問），全校弁当日，１４：１５下校 
１３日（火） ＡＬＴ来校（午前），５年太鼓指導（２，３校時），町特支学級交流会（オンライン） 
１４日（水） なかよし班活動（業間） 
１５日（木） ＡＬＴ来校（午後），マナーアップ運動（朝） 
１６日（金） 太鼓引き継ぎ式（５校時：体育館），委員会活動⑦，「先生あのね」プロジェクト，Ｐ本部役員会 
１７日（土）  
１８日（日）  
１９日（月） ＳＣ来校 
２０日（火） ＡＬＴ来校（午前） 
２１日（水） 学校保健安全委員会（１３：３０） 
２２日（木） 全校弁当日，授業参観・学級懇談会  
２３日（金） 全校集会（冬休み前）５校時 ★集会終了後にまちづくり協議会育成部からのプレゼントがあります。（給食あり） 

２４日（土） 冬季休業日【～令和４年１月９日（月）】 

飲酒運転根絶運動の日 

児童のゲームコーナーへの立入制限時間の順守のお願い 

宮城県警より，児童のゲームコーナー等への立入制限時刻を守るようお知らせがありました。 

『１６歳未満の少年は，保護者の同伴がない場合，午後６時以降は入場禁止。保護者同伴の場  

 合であっても，午後８時以降は入場禁止』となります。（スーパー等のゲームコーナーも同様

です。）よろしくお願いいたします。 

世界エイズデー 



  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
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緑化活動（サツマイモ収穫） 【１１月１日（火）】 

  
 
 
 
 

 

 

 

１１月１日（火）に緑化活動（サツマイモ収穫）を実施しました。収穫は，３・４年，２・５年，

１・６年のペアの学年で行いました。土の中にあるサツマイモを掘り返すと，その大きさにみんな歓

声を上げていました。「ずいぶん大きく育ったね。」「ふかして食べたらどんな味がするかな。」な

ど，楽しそうに収穫する姿が見られました。御家庭で試食されたと思いますが，お味はいかがだった

でしょうか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

学習成果発表会【１１月１２日（土）】 

 １１月１２日（土）に，学習成果発表会がありました。これまでの学習の成果を，保護者の皆様に

御覧いただきました。本番に向けて，子どもたちはお家の方々に，学習してきたことをしっかり伝え

ようと，練習を積んできました。各学年，特色ある発表ができたと思います。御家庭におかれまして

も，是非，お子さんの頑張りを褒めていただければと思います。 

お忙しい中の御来校，本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

たくさん 

とれたよ！ 

１年：生活「アサガオの成長

を振り返ろう」 

２年：音楽・国語「できるよ

うになったよ」発表会 
３年：総合「亘理のいちご作

り」 

４年：国語「二分の一成人式」 ５年：総合「那須甲子合宿の

思い出」 

６年：総合「修学旅行のまと

め」，「和太鼓（友響）」 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
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はらこめしづくり体験（５・６年） 【１０月２７日（木）】 

南西駐車場の除草と整地をしていただきました 【１０月２２日（土）】 

  
 
 
 
 

 

 

 

「亘理町食生活改善推進員協議会」の皆様の御指導のもとに，１０月２７日（木）に，５・６年生

の児童がはらこめしづくりを体験しました。 

当日は，サケをさばくところから見せていただき，５年生の鈴木翔英さんは３枚おろしにも挑戦す

る姿に，子どもたちは皆，興味津々で食い入るように見つめていました。アラ汁と一緒にみんなでお

いしく食べることができ，荒浜の伝統料理のすばらしさを十分に感じることができました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内一斉（小・中・高校生）マナー・アップ運動【１０月２６日（水）】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０月２２日（土）の朝に，ＰＴＡおやじの会の皆様で，南西駐車場の除草と整地作業をしていた

だきました。駐車場は日頃，お子さんのお迎えなどに使用していただいていますが，草が生い茂って，

駐車しづらくなっていました。 

 当日は８名のおやじの会の会員がいらっしゃ 

って，持ち寄った草払い機できれいに刈り取っ 

たり，くぼみに砂利を入れたりしていただきま 

した。 

 会員の皆様，本当にありがとうございました。 

 

学校代表児童：６年 小野 悠都さん ５年 亀山 優心さん 

亘理駅の前での明るい挨拶 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

キャンペーンのティッシュ配り 

サケのさばき方の実演 アラ汁の味付け 楽しみな試食の時間 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

 
＜１２月の主な行事予定＞ 
１日（水）なかよし班活動 

７日（水）町統一学力テスト 

１２日（月）全校弁当日・指導主事訪問（５時間授業） 

１５日（木）マナーアップ運動 

１６日（金）太鼓引き継ぎ式(５校時) 

      委員会活動⑦ 

２２日（木）学習参観・懇談会※６年制服採寸 

２３日（金）全校集会（業間） 

２４日（土）～R５ １／９（月）冬季休業日 

 
＜１１月の目標＞ 
 
生活目標 ◆時間を大切にしよう。 
給食目標 ◆地域の特産や地場産品を知ろう。 

  保健目標  ◆姿勢について考えよう。 
 安全目標 ◆災害に備えた生活をしよう。 
 
★１１月は，亘理町いじめ防止強化月間です。 

 私たちの荒浜小学校は，明治６年に，「第７大学区第３中学区第 

５７番小学校」として産声を上げ，「高須賀小学校」「荒浜尋常小 

学校」「荒浜国民学校」そして現在の「荒浜小学校」へと移り変わ 

ってきました。その長い歴史を歩んできた本校が，来年度で１５０ 

周年を迎えます。現在，コロナ禍ということもあり，大々的な祝賀 

行事は予定しておりませんが，荒浜小の歴史を学ぶ機会を設けたい 

と考えております。保護者の皆様におかれましても，是非，荒浜 

小学校について，御家庭での話題に挙げていただきたいと思います。 

荒浜小学校はまもなく１５０周年を迎えます 
 
 
 
 
 
 
 

 

１日（火） ミニ防災訓練（昼休み），ＡＬＴ来校（午前），緑化活動（サツマイモ収穫） 

２日（水） ６年太鼓指導（２，３校時） 

３日（木） 文化の日 

４日（金） ３年社会見学（亘理警察署，悠里館，郷土資料館），「先生あのね」プロジェクト 

５日（土）  

６日（日）  

７日（月） 集金引き落とし日，火災対応訓練（３校時），心の授業（１年），ＳＣ来校 

８日（火） ＡＬＴ来校（午前） 

９日（水） ６年太鼓指導（２，３校時） 

１０日（木） ＡＬＴ来校 

１１日（金） 学習成果発表会前日準備，※給食あります。「先生あのね」プロジェクト 

１２日（土） 学習成果発表会【４校時限】※１１：４５下校予定 

１３日（日）  

１４日（月） 振替休業日（学習成果発表会のため） 

１５日（火） ＡＬＴ来校，６年荒浜中学校訪問 

１６日（水） 
なかよし班活動（業間），４年居住地校交流，ＳＣ来校，放課後楽校【バドミントン・長縄遊び】 
心の授業（２～４年），自死予防プログラム授業（５年） 

１７日（木） 全校弁当日★４校時限【１３：００下校】（亘理郡教育一斉研究会のため），５年インスタントシニア体験 

１８日（金） 委員会活動⑥，「先生あのね」プロジェクト 

１９日（土） ＰＴＡリサイクル活動（７：００～８：００） 

２０日（日）  

２１日（月） 緑化活動（３校時） 

２２日（火） お話会（１～４年），５年バスケットボール出前授業，飲酒運転撲滅運動の日 

２３日（水） 勤労感謝の日 

２４日（木） ＡＬＴ来校（午後），手紙の書き方講座（３・４年） 

２５日（金） 全校弁当日，学校サポート事業【全校５時間】，「先生あのね」プロジェクト 

２６日（土）  

２７日（日）  

２８日（月） 町いじめ防止フォーラム（荒浜中学校），心の授業（６年），ＳＣ来校 

２９日（火） ＡＬＴ来校（午前） 

３０日（水） なかよし班活動（業間） 

みやぎ教育の日【11／1】 

津波・防災の日 

県造形作品展(WEB 開催)１６日（水）～２１日（日） 

巡回作品展 11／7(月)～11／11(木)まで 

１１月の行事予定 
 



  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
令和４年１０月１３日 ＮＯ．１０ 
       文責：教頭 半澤  圭               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「継続は力なり」です。こつこ   かけ算や漢字をたくさん勉強し    自分の弱い所に打ちかち，算数 

つと努力することを大切にして  たいです。友達とも仲良く，楽し   や漢字を頑張ります。相手への思 

いきましょう。         く遊びたいです。          やりもたくさん見せたいです。 

【PTA リサイクル行事】 
日時 令和４年１１月１９日（土） 

        小雨決行 

         ※今年度は土曜実施となります。 

      ★回収する流れ 

○地区ごとに回収 ７：００～８：００ 

○地区交流センター駐車場搬入 

         ８：００～８：３０ 

★回収する物 

       ・新聞紙，雑誌，段ボール（まとめてひもでしばる。） 

       ・アルミ缶，スチール缶（洗って水を切り，分別して出す。） 

      詳しくは，本日配付されるお知らせを御覧下さい。  

  
 
 
 
 

 

 

 

５日間の秋季休業日が終わり，本日１３日（木）全校児童で第２学期の始業式に臨み，新たなスタ

ートを切りました。２学期は，学習成果発表会や太鼓引継式など，年度末までいろいろな行事が盛り

だくさんです。荒浜小学校職員一同，子どもたちのために誠心誠意頑張ります。御理解，御協力をお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１月１９日（土）に，ＰＴＡリサイクル活動があります。ＰＴＡの本部役員と環境部員が中心と

なり，地域から廃品を回収します。 

９月末には，各地区へ回覧板として，広告を回していただいています。また，本日，保護者の皆様

へのお便りも配付いたします。まだ先ではありますが，御家庭におかれましても，回収対象のものを

取り置きしていただき，当日は是非，御協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２学期が始まりました【１０月１３日（木曜日）】 

１０月１３日（木） 第２学期始業式の様子 

 ２年 木村 絢音さん ５年 阿部 智樹さん 川口 嘉夫 校長 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

PTA リサイクル活動に御協力ください！ 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
令和４年１０月７日 ＮＯ．９ 
       文責：教頭 半澤  圭               

 

１年 荒永 康博さん 
 僕が１学期に頑張ったことは，算数のテストです。

お家や学校でたくさん練習をしました。指を使わな

くてもできるようになりました。 

 ２学期は，社会見学や，教室でする「お友達への

誕生日のお祝い」が楽しみです。また，忘れ物も多

かったので，前日に準備するなどして，忘れ物がな

くなるよう頑張ります。 

  
 
 
 
 

 

 

 

本日，無事，第１学期終業式を終えました。 

５年の那須甲子合宿，６年の修学旅行など，新型コロナウイルス感染拡大防止の制限の中でしたが，

子どもたちはたくさんの輝きを見せ，成長することができました。様々な行事を通し，また，日常の

生活の中で，心も体も大きくなったように感じます。 

１０月８日～１２日の５日間は秋季休業日となります。１３日（木）は始業式です。全校児童そろ

って迎えられるよう期待しています。２学期も子どもたちの活躍がたくさん見られるよう指導してい

きます。 

 保護者の皆様，１学期の間，学校に対する御理解・御協力，本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの頑張りに拍手！！ 
【第１５回ＪＡみやぎ亘理少年野球大会】 ◇敢闘賞：AK ツインズ  

 

【第１１回黒川少年野球大会 会長旗争奪野球大会】 ◇敢闘賞：鈴木 翔英（５年），◇努力賞：山本 颯太 

 
【全国小学生バドミントン大会 東北大会 宮城県予選】 ◇６年以下男子ダブルス 第３位：太田 圭人(５年) ，

◇４年以下男子ダブルス 第３位：木村 龍来(２年) 

 
【松島マリンカップ ジュニアカップ（サッカー）】 メダル授与 ◇阿部 智樹（５年），◇早坂 晃（５年） 

 
【亘理町水泳大会 記録証】 ◇男子５０ｍ自由形：亀山 優心（５年），◇女子２５ｍ自由形：千葉 新菜（５年） 

                              ◇女子２５ｍ自由形：渡邊 凪（３年） 

１学期が終了しました【１０月７日（金曜日）】 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

校長先生の話（要約） 
 １学期は１００日ぴったりありました。今日は，１学期の終業式。みんなの頑張りについて，しっか

り見ていただいた先生方から，通信表をもらいます。校長先生も皆さんの様子を見ていて，しっかり成

長できたと思います。是非，お家の人にも，皆さんの頑張りを見ていただいてください。 

 校長先生が，いつも皆さんに話していた『３つの「あ」』 は，守れましたか？ 

①「挨拶」。是非，自分から立ち止まって相手の目を見てできる超一流を目指してください。 

②「相手を思いやる」。相手にいやな思いはさせなかったでしょうか？いじめは絶対だめです。これか

らも人に優しくしましょう。 

③「諦めない」。運動会も，普段の授業もしっかり頑張れましたね。 

 １学期の頑張りに，みんなで一番の大きな拍手をしましょう！１０月１３日から２学期がスタートし

ます。元気に登校してください。待ってます。 

４年 荒永 志乃さん 
 私が１学期頑張ったことは，運動会と算数です。

どちらも目標を立て，一生懸命頑張りました。算数

は授業や課題に取り組み，テストで良い点が取れま

した。難しくても頑張りました。忘れ物も多かった

ので，２学期は，前日に確認をするなど努力してな

くしていきます。 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

秋季休業日の学校連絡先【事故や感染，それ以外の問い合わせなど】 

○１０月１１日(火)，１２日(水) 荒浜小学校 TEL：０２２３－３３－２６７０ 

○土，日，祝日 

 ・学校の携帯 ０８０－１６９０－７８１０ 

 ・または，亘理町教育委員会 ０２２３－３４－０５０９ 

４年ダンス教室【９月２９日（金）】 
 ９月２９日（金）で，４年生でダンス教室がありました。日本ストリートスタジオダンス協会から

「鹿野仁（かの ひとし）さん」が来校し，子どもたちにダンスの基礎を教えてくださいました。鹿

野さんは黒川郡出身で，山元町でも，大人や子どもたちにダンスを教えているそうです。 

 子どもたちは，鹿野さんの指導を受けて，アップテンポの曲に合わせて楽しく身体を動かし，身体

で表現する楽しさを味わいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年稲刈り体験【１０月４日（火）】 
 １０月４日（火）に，５年生が，稲刈り体験をしました。５月９日（月）に田植えをした後の，約

５か月間の成長を待ち，収穫しました。たわわに実った稲を，子どもたちが鎌で大事そうに刈り取っ

ていました。稲刈り指導は，ＪＡ荒浜女性部の皆様でした。子どもたちに優しく教えてくださいまし

た。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
令和４年９月２９日 ＮＯ．８ 
       文責：教頭 半澤  圭               

 

  
 
 
 
 

 

  きれいな学校に 安全な学校に 

  

 

 

昨年度は実施を見合わせた「ＰＴＡ奉仕活動」を今年度 

は保護者のみの参加という形で実施することができました。 

清掃等では，体育館はギャラリー，校舎内はベランダや 

教室の窓，校庭はトラックや周辺の除草に分かれて行いま 

した。どの分担箇所も，普段，児童では，中々，手の行き 

届かないところばかりでした。校庭では広い範囲で雑草が 

生い茂っていましたが，刈り払い機等をお持ちいただき， 

終了予定時刻をオーバーしてまでも積極的に作業をしてい 

ただきました。掃除等をしていただいた後は，どの場所も 

見違えるほどきれいになり，夏休み明けに子どもたちは， 

本当に気持ち良さそうに学習している姿が見られました。 

暑い中，本当にありがとうございました。 

 

 

 

 同日，体育・安全部の部員の皆様に校舎内の安全点検を 

していただきました。毎月定期的に，職員が複数のチーム 

を作り，安全点検を実施していますが，「保護者の目」か 

ら見た点検をしていただきました。児童の安全を守るため， 

違う目線で点検していただき，職員一同，大変参考になり 

ました。今後，その点検結果を生かし，さらに，安全・安 

心を高めた学校環境が作れるよう，改善していきたいと思 

います。 

 

 

 

 ９月７日（水）に，全校児童と職員で，校庭の除草作業 

を実施しました。学校が始まる前に，保護者の皆様にして 

いただいたことを受けて，「みんなで気持ちの良い学校に 

しよう」をめあてに取り組みました。なかよし班のグルー 

プに分かれて，分担された範囲の草取りを，協力して行い 

ました。取り終えた草が集められ，「頑張ったね。」と， 

みんなで称え合いました。その後も，校庭で，自主的に草 

取りをする子どもたちの姿が見られるなど，「奉仕の心」 

が育っています。 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

ＰＴＡ奉仕活動【８月２２日（日）】 

体育・安全部による校舎内安全点検【８月２２日（日）】 

全校除草作業【９月７日（水）】 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

 

 

６年生が楽しみにしていた修学旅行に行ってきました。昨年度は感染症拡大防止のため，１２月に

延期になりましたが，今年度は予定日に実施することができました。９名の子どもたちは，自主研修

や名所旧跡の見学，ホテル宿泊な 

ど，とても充実した楽しい旅行と 

なったことが，帰校した際の笑顔 

からもうかがえました。 

   
                鶴ヶ城での記念撮影   ホテルの夕食(バイキング)   会津の伝統工芸製作 

 

 

 

９月４日（日）に，町総合防災訓練がありました。本校では，避難訓練と，防災についての学習を

行いました。 

 地震発生による大津波警報を受け，児童は，屋上への垂直避難を行いました。担任の指示を受け，

真剣に取り組む姿が見られました。３分程で，全員屋上に素早く避難することができました。 

 防災についての学習は，なかよし班をグループに分けて，３つのコーナーをローテーションする形

で行いました。 

 ①仮設トイレ・テントを設営するコーナー 

   校舎内が一次避難場所となる想定で，仮設トイレと目隠し用のテントの設営体験を行いました。 

  ６年生が中心となり，みんなで協力して設営しました。 

 ②語り部の方のお話を聞くコーナー 

   町の語り部の方から，映像を見せていただき，津波から避難するときの方法や，身の守り方な

どについて，分かりやすく教えていただきました。 

 ③備蓄品についてのお話を聞くコーナー 

   備蓄ゼリーデザインを企画した（株）ワン・テーブルのスタッフの方から，災害に備えた備蓄

品についてのお話を聞きました。いざというときの備えの大切さを教えていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

      屋上への垂直避難                テント設営 

 

 

 

 

 

 

 

        語り部のお話             備蓄品についてのお話 

６年修学旅行【９月１日（木）～２日（金）】 

災害への備えについて学びました！   町総合防災訓練【９月４日（日）】 



  

 

 

９月１６日（金）に，授業参観・学年懇談会を実施しました。たくさんの保護者の皆様に御来校い

ただき，子どもたちの学習の様子を見ていただきました。学年懇談会では，間もなく学習の区切りを

迎える第１学期の学習・生活の様子や配付される通信表についての説明を聞いたり，学年での話題に

ついて話合いをしたりというお時間をいただきました。お忙しい中，本当にありがとうございました。

（夏休み作品展の参観もありがとうございました。）※下は，１，３，５年生の学習の様子です。 

   

 

 

 

 

 

   １年 学級活動          ３年 図工           ５年 国語 

「ふわふわ言葉とトゲトゲ言葉」    「紙版画製作」        「ことばの貯金箱」 

 

 

９月２２日（木）に，福島県西郷村立川谷小学校との交流会を行いました。川谷小学校からは， 

３～６年生１９名の児童と先生方４名が来校し，本校児童と楽しく交流しました。 

【主な内容】 

①出会いの式 

３～６年生で迎え，４年生が進行を務めました。その中で，６年生が太鼓を披露したり， 

川谷小学校の紹介を聞いたり，記念に集合写真を撮ったりしました。 

②はらこめし作り体験 

本校４年生と川谷小の児童が，亘理町食生活改善推進員の皆様の御指導で，はらこめし作り 

を体験し，昼食として，おいしく食べました。 

③釣り船乗船体験 

築港通りにある「きくしん」さんの釣り船に乗せていただき，荒浜の海を周遊しました。 

④お別れの式 

「また，会いましょうね！」と，再会の約束をしていました。４年生は来年，合宿の際に 

川谷小を訪問します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの方の御来校ありがとうございました！  授業参観・学年懇談会【９月１６日（金）】 

３年ぶりの開催！  川谷小学校との交流会【９月２２日（木）】 



  

 
＜１１月の主な行事予定＞ 
１日（火）みやぎ教育の日，ミニ防災訓練 

４日（金）３年社会見学(亘理警察署・悠里館) 

７日（月）火災対応訓練 

１２日（土）学習成果発表会 

１４日（月）振替休業日（学習成果発表会） 

１７日（木）全校４時間授業（郡教研），全校弁当日 

２５日（金）学校サポート事業研究会(全校弁当日・5 校時限) 

２８日（月）６年荒浜中学校訪問 

 

 
＜１０月の目標＞ 
 
生活目標 ◆外で安全に遊ぼう 
 
給食目標 ◆好き嫌いしないで食べよう。 

   
保健目標  ◆目を大切にしよう。 

 
 安全目標 ◆乗り物の乗り降りに気を付けよう 

 
１０月の行事予定 

 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

■１０月のスクールカウンセラー来校日は１０月３日（月）・１８日（火）・２４日（月）・３１日（月）です。 

カウンセリング希望の方は電話で御連絡ください。３３－２６７０（職員室 受付） 

１日（土）  

２日（日）  

３日（月） ＳＣ来校 

４日（火） ＡＬＴ来校（午前） 

５日（水） ５年稲刈り体験（５・６校時），放課後楽校【役場見学】 

６日（木） ＡＬＴ来校（午後），４年社会見学【高舘浄水場，仙台空港，岩沼東部環境センター】 

７日（金） 第１学期終業式（５校時），クラブ活動（最終） 

８日(土)～１２日(水)     秋季休業日 ※１０日(月)スポーツの日を含む 

１３日（木） 第２学期始業式，ＡＬＴ来校（午後） 

１４日（金） 朝の読み聞かせ 

１５日（土）  

１６日（日）  

１７日（月） マナーアップ運動 

１８日（火） ＡＬＴ・ＳＣ来校（午前），食育指導【１年：３校時，２年：４校時】 

１９日（水） 放課後楽校【陶芸】 

２０日（木） ＡＬＴ来校（午後），１・２年社会見学【みちのく湖畔公園】，食育指導【３年：３校時，４年：４校時】 

２１日（金） 「先生あのねプロジェクト」 

２２日（土） 飲酒運転根絶運動の日 

２３日（日） 宮城県ＰＴＡ研究大会遠田大会（美里町） 

２４日（月） ＳＣ来校 

２５日（火） ＡＬＴ来校（午前），食育指導【５年：３校時，６年：４校時】 

２６日（水） 町一斉マナーアップ運動（亘理駅），なかよし班活動（業間），図書まつり（～11／6），放課後楽校【野菜収穫】 

２７日（木） ５年はらこめし作り体験，ＡＬＴ来校（午後） 

２８日（金） 朝の読み聞かせ，３年盲導犬体験【３校時・体育館】，委員会活動⑤ 

２９日（土）  

３０日（日）  

３１日（月） ＳＣ来校 



  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
令和４年８月２２日 ＮＯ．７ 
       文責：教頭 半澤  圭               

 

【高架水槽の工事が終わりました】 

夏休み中，高架水槽の取替工事が終わりま

した。屋上の水槽は，今まで見慣れていた球

形の物から，箱型のものになりました。 

【手洗い場の水道が自動水栓になりました】 

 コロナウイルス感染防止対策で，校舎各階

の蛇口に，自動水栓機を取り付けました。今

後は，蛇口に触れなくても，水を出せるよう

になります。 

  
 
 
 
 

 

 今日から学校が始まります 

３２日間の夏休みが終わりました。今年はいつもより早い梅雨明けとなりましたが，急な大雨に見

舞われたり，一転して酷暑となったりと，天候がとても不安定なものでした。また，休み前から拡大

していた新型コロナウイルスの感染は，まだ高止まりの状況にあります。休み中といえ，生活の仕方

には，神経を使われた方もいらっしゃったのではないでしょうか。 

 今日から，いよいよ学校が始まり，子どもたちの元気な声が戻ってきました。夏休み明けの全校集

会を行って，学校をスタートさせることができました。コロナ禍が続きますが，まずは子どもたちの

安全を第一に考えて，学校生活を送れるよう見守っていきます。保護者の皆様の御理解と御協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

夏休み明けの全校集会【８／２２（月）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童代表：５年武藏悠翔さん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

頑張りたいことは 3つあります。『①時間を守る（5分

前行動），②下級生の手本となって行動する，③相

手を意識してしっかりと挨拶をする。』です。これを目

標に，継続して行動に表せるようにしていきます。 

【川口嘉夫校長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨日，奉仕活動や校舎内の安全点検を，保護者の

方々にやっていただきました。みんなで感謝しましょう。 

 今日から 1 学期後半が始まります。是非，自分の良い

ところを積極的に見付けて，それを伸ばしていき，自信を

持って学校生活を送ってください。期待しています。 

 

 

 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

＜９月の目標＞ 
生  活 ◆忘れ物をなくそう 
給  食 ◆食べ物の働きを知ろう 

  保  健  ◆規則正しい生活をしよう 
 学校安全 ◆けがをしないように運動しよう 

【荒浜っ子の仲間が増えました】 
 仙台市立岩切小学校より  

佐藤 大翔（ひろと）さん〔４年〕 
佐藤 大和（やまと）さん〔２年〕  どうぞよろしくお願いいたします！ 

＜１０月の主な行事予定＞ 
７日（金）：クラブ活動（最終）， 

第一学期終業式 

１１日（火）～１２日（水）：秋季休業日 

１３日（木）：第二学期始業式 

２６日（水）：町内一斉ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ運動 

２８日（金）：盲導犬体験（３年） 

８・９月の行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■８・９月のスクールカウンセラー来校日は８月２９日（月）・９月６日（火）・１２日（月）・２６日（月）です。

カウンセリング希望の方は電話で御連絡ください。３３－２６７０（職員室 受付） 

8 月２２日(月) 夏休み明けの登校開始・全校集会 

２３日（火） 体位・視力検査（全学年），ALT 来校（午前） 

２４日（水） 放課後楽校【昔の遊び】 

２５日（木） ALT 来校（午後） 

２６日（金） クラブ活動⑤ 

２７日（土）  

２８日（日）  

２９日（月） ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

３０日（火） 言語検査（二次）※２年該当児童も含む，ALT 来校（午前） 

３１日（水）  

９月１日(木） ６年修学旅行（福島県会津若松方面），ALT 来校（午後） 

２日（金） ６年修学旅行（福島県会津若松方面），弁当日(1～5 年) 

３日（土）  

４日（日） 町総合防災訓練（登校日）11：45 頃下校 

５日（月） 振替休業日（町総合防災訓練），★集金引き落とし日 

６日（火） 後期用教科書配布，ALT 来校（午前），ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

７日（水） なかよし班活動（業間），放課後楽校【絵手紙】 

８日（木） ALT 来校（午後），本部役員会（18:00）・常任委員会（19:00） 

９日（金） 朝の読み聞かせ，クラブ活動⑥（３年見学） 

１０日（土）  

１１日（日）  

１２日（月） ミニ防災訓練（朝会時），ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

１３日（火） ALT 来校 

１４日（水） ※荒浜中学校との研修により，下校時刻が変更になる場合があります。（後日お知らせいたします。） 

１５日（木） ALT 来校，マナーアップ運動 

１６日（金） 授業参観，学年・学級懇談会，弁当日 

１７日（土）  

１８日（日）  

１９日（月） 敬老の日 

２０日（火） ALT 来校（午前） 

２１日（水）  

２２日（木） 弁当日(4 年以外)，川谷小学校来校・交流会  【飲酒運転根絶運動の日】 

２３日（金） 秋分の日 

２４日（土）  

２５日（日）  

２６日（月） ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

２７日（火） ALT 来校（午前） 

２８日（水） お話朝会，なかよし班活動（業間），放課後楽校【スポーツラリー】 

２９日（木） ALT 来校 

３０日（金） 委員会活動④ 

秋の交通安全運動（９／２１～３０） 



  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
 

令和４年７月２０日 ＮＯ．６ 
       文責：教頭 半澤  圭               

 

 

夏休み前全校集会での校長先生の話（概略） 
荒浜小学校の皆さんおはようございます。今日は夏休み前の集会です。亘理町は２学期制になっているの

で，１学期は１０月７日までです。 

２～６年生は４月８日から，１年生は４月１１日から令和４年度が始まりました。みなさんは令和４年度

が始まってから，今日まで何日学校に来たか分かりますか。答えは６８日です。長かったでしょうか，短か

ったでしょうか。長いと感じた人，今日までよく頑張りましたね。あっという間に感じた人，立派です。そ

れだけみんな頑張ったんですね。 

 校長先生が入学式や始業式でみんなに守って欲しい３つの「あ」覚えていますか。 

１つ目は「あいさつ」です。さわやかな声と笑顔で相手が良い気持ちになるようなあいさつができました

か。よくできたという人がほとんどだったと思います。誰からも素晴らしいと思われるような挨拶をこれか

らも目指してください。 

２つ目は「相手を思いやる気持ちを持つ」です。友達を大切に思いやり，人が嫌がるようなことはしませ

んでしたか。これもみんな，よくできたと思います。大きないじめはありませんでしたが，いやな気持にな

った人はいたようです。相手の立場に立った態度や言葉を意識して生活してください。 

３つ目は「あきらめない心を持つこと」です。できないからと言って諦めず，繰り返し挑戦しましたか。

運動会などの行事や水泳など，諦めずに根気よく頑張る姿が見られました。みなさん，これからも３つの「あ」

を意識して生活して下さい。 

 さて，話は変わって明日から待ちに待った夏休みです。充実した夏休みを送るために校長先生と２つの約

束をしましょう。 

 １つ目，「規則正しい生活をしましょう」。３２日間の長い休みといっても，毎日をただ，だらだらと過

ごしたのでは，何もしないままにあっという間に終わってしまいます。実にもったいないと思います。早寝，

早起きをして，朝ご飯をしっかり食べ，涼しいうちに勉強をするなどして，有意義な１日を過ごしましょう。 

 ２つ目，「夏休みにしかできないことに挑戦してみましょう」。校長先生は，世の中で最も難しいことは

「続けること」だと信じています。夏休みはこれを試してみる絶好の機会です。「毎日漢字を１頁練習する。」

「毎日ジョギングする。」「毎日お手伝いをする。」など，自分で思ったことを実行してみましょう。もし，

できたなら，とても大きな充実感と自信を持てるはずです。夏休みは今までにない自分の力が出せる大きな

チャンスです。 皆さんがこの夏休みを有意義に過ごして，１学期後半には新しい力を身に付けてますます

立派になって登校することを，校長先生は今からとても楽しみにしています。 

 最後に，もう１つ大事なお話をします。１学期後半にますます立派になった姿を見せてくれるためには，

夏休みを病気やけがをしないで事故にもあわないで安全に健康に過ごさなければなりません。 自分の命は

自分で守る，これはいつも頭に入れておいて下さいね。それでは８月２２日，真っ黒に日焼けした元気いっ

ぱいの皆さんと会えることを楽しみにしています。 

 

発表児童【２年１組 齋藤 想花さん】 

 私ができるようになったことは，算数です。１年生のときは，算数は得意だったけれど，２年

生になって難しくなって少し自信がなくなりました。でも，友達の発表を聞いて，少しずつ分か

るようになり，そのおかげもあって，難しかった問題も自分の力で解けるようになりました。手

を挙げての発表もどんどんできるようになりました。答えが当たったときは，とてもうれしかっ

たです。私は，友達の発表を聞いて分かるようになったことで，「友達の力ってすごいんだなあ。」

と，思いました。それからは自分に自信が持て，「解いてみよう」という気持ちが大きくなりま

した。 

 次の問題も，友達の発表を聞かなくても，自分の力でどんどん解いていきたいです。 

  

 

 

 

 

   明日から夏休み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

 
＜８・９月の目標＞ 
生  活 ◆忘れ物をなくそう 
給  食 ◆食べ物の働きを知ろう 
学校安全 ◆自転車のきまりを守ろう 
      けがをしないように運動しよう 
保  健  ◆規則正しい生活をしよう 

 

＜９月の主な行事予定＞ 
１日（木）～２日（金）：６年生修学旅行 

４日（日）：町総合防災訓練（登校日） 

５日（月）：振替休業日，★集金引き落とし日 

９日（金）：クラブ活動（３年クラブ見学） 

１６日（金）：授業参観・懇談会 

２２日（木）：川谷小学校との交流活動 

３０日（金）：委員会活動④ 

タブレットの貸し出しについて【学校から配付された使い方のルールをよくお読みください。】 

休み明けにランドセルに入れて持たせてください。 

★貸し出す物【タブレット・充電器】（破損しないよう取扱に十分気を付けさせてください。） 

★児童館には，タブレットを持っていきません。（児童館には Wi-Fi 環境がありません。） 

 

８月の行事予定 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

７月６日（水）～８日（金）に，５年生２１名が，那須甲子合宿に行ってきました。これは，阿武隈川

河口付近にある本校と，阿武隈川源流付近にある福島県西郷村立川谷小学校との交流で，２０年以上続い

ています。阿武隈川源流での川遊びや，バター作りなど，楽しく交流してきました。２日目の川遊びでは，

５年生の保護者を中心とした１０名の支援隊に同行していただき，安全を見守っていただきました。台風

４号の影響が心配されましたが，無事，日程を終えることができ，合宿を通じて，子どもたちはしっかり

と成長することができました。支援をしてくださった保護者の皆様，本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 川谷の須藤さんが持ってき 

        てくれた鹿の角にびっくり！ 

 

 

川谷小学校の児童と集合写真撮影             河原で一休みの児童と支援の保護者 

 

夏季休業中の図書室開館日について 

 ９：００～１２：００【①７／２９（金），②８／５（金）の２日間】 

 

 

 

 

 
◆ 学校          ０２２３－３３－２６７０  

  ◆ 学校携帯（教頭対応）  ０８０－１６９０－７８１０ 
◆ 亘理町教育委員会    ０２２３－３４－０５０９  
    ※夜間や学校に電話がつながらない場合の緊急連絡は，学校携帯または 

亘理町教育委員会までお願いします。 
 

  ５日（金） ★集金引き落とし日 

２１日（日） ＰＴＡ奉仕作業（７：００～８：３０） 

２２日（月） 夏季休業明けの登校開始・全校集会 

２３日（火） 体位・視力測定 

２４日（水） 放課後楽校 

２５日（木） ALT 来校（午後） 

２６日（金） クラブ活動⑤ 

２９日（月） ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 



  

 
 
 亘理町にある３年生が，「ロボ団」というプログラミング教室の方 

の監修により，計５時間のプログラミング学習をしました。タブレッ 

トを使って，「迷路を進むプログラムを作ってブタを捕まえるゲーム」 

や，「番号順に進むプログラムを作ってブロックを拾い集めるゲーム」 

などを，楽しくプログラムしながら取り組みました。「もっとやりた 

い。」というたくさん感想が出ました。 

 

 

 

 

 水泳学習の最終授業として，夏休み前 

に，全校児童が着衣水泳に取り組みまし 

た。 

 服を着ている状態でも，水に浮く方法 

や，ペットボトルを浮き輪代わりに使用 

して水に浮く方法を学習しました。 

 

 

 

 ６年児童を対象に，救急救命講習を行いました。亘理消防署 

の職員が来校し，「心臓マッサージの仕方」や，「ＡＥＤの使 

い方」を指導していただきました。 

 授業の後半では，蘇生方法を実践し，初級の認定証をいただ 

きました。児童はみんな真剣に取り組んでおり，命の尊さにつ 

いても学ぶことができました。 

 

 

午前中に，保育所・児童館・学校（体育・安全 

部）による合同の通学路点検を行いました。３つ 

のエリアに分かれ，点検を行い，その後，情報交 

換をしました。 

 また，学習参観後には，大雨・暴風を想定した 

引き渡し訓練を行いました。児童にモニターで保 

護者の姿を確認させて引き渡しました。 

 保護者の皆様，御協力，大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂浜のごみ拾い           力一杯の地引き網     大きな魚にびっくり！ 

３年プログラミング授業【7／7(木)，１４（木），１５（金）】 

まちづくり協議会の行事に参加しました 



  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
 

令和４年６月２９日 ＮＯ．５ 
       文責：教頭 半澤  圭               

 

教育実習生と楽しく勉強しました！ 

６月６日（月）から２４日（金）までの３週間，宮城教 

育大学の教育実習生【浮津茉裕さん】が実習を行いました。 

主に，２年生の学級に入り，休み時間は，校庭で一緒に遊 

び，授業では，優しく丁寧に指導しました。 

 ２４日（金）のお別れ式では，『仲良くなれて，とても 

充実した３週間でした。』と挨拶し，子どもたちは，「あ 

りがとうございました！」と，心を込めて盛大な拍手を送 

りました。 

  
 
 
 
 

 

            充実した６月の学習活動 

 運動会が無事終了し，学校では落ち着いて学習に取り組む姿が見られています。また，総合的な学

習の時間の活動や，特別活動においても，地域の方々や各種団体の皆様に御協力いただき，充実した

時間を持つことができました。今後も，感染防止に気を付けながら，様々な活動に取り組ませていき

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

さつまいも植え【6／2(木)】 

各学年分担して苗を植えまし

た。 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

※「阿武隈の風」は，ホームページからも御覧になれます。 

ﾐﾆ防災訓練（J ｱﾗｰﾄ） 

【6／8(水)】 

机でｼｪﾙﾀｰを作りました。 

5 年歯みがき大会 

【6／9(木)】 
糸ようじで歯垢の取り方を学

びました。 

ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ運動【6／15(水)】 

荒浜中の生徒と合同で行いまし

た。 

プール清掃【6／13(月)】各学年分担し，プールの掃除を行いました。また，保護者の方々にも掃除のお手伝いをしてい

ただきました。ありがとうございました。 

５年海洋ｽﾎﾟｰﾂ体験【6／14(火)】 

カヌー体験を通じて，海の楽しさ

を味わいました。 

4 年車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄ体験【6／16(木)】 
ﾊﾟﾗｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選手と車椅子バスケットボールのシ

ュート練習をしたり，試合をしたりして楽しく

活動しました。 

朝の読み聞かせ【6／10(金)】 

各学年で読み聞かせをしていた

だきました。 

なかよし班活動【6／15(水)】 
6 年生を中心に縦割りで遊びました。 

http://www.watari-edu.jp/arahama-e/


  

 
＜８月・９月の主な行事予定＞ 
８月２２日（月）：全校集会（登校開始） 

２３日（火）：体位・視力検査 

２６日（金）：クラブ活動⑤ 
 

９月 １日（木）～２日（金）：６年修学旅行 

４日（日）：町防災訓練（登校日） 

５日（月）：振替休業日 

９日（金）：クラブ活動⑥（３年見学） 

１２日（月）：ミニ防災訓練② 

１５日（木）：マナーアップ運動 

１６日（金）：授業参観・懇談会 

２２日（木）：川谷小来校（荒浜小 4 年,5 年と交流） 

３０日（金）：委員会活動 

荒浜っ子の仲間が増えました！ 

６月２７日（月），亘理町立高屋小学校から 

工藤煌（くどうひかる）さん【２年】， 

工藤愛（くどうめぐみ）さん【５年】が，転入しま

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

低濃度オゾン発生器を設置します！ 

 亘理町が「町おこし」 

を委託している「（株） 

ワンテーブル」様，「片 

野工業」様から，低濃度 

オゾン発生器をいただき 

ました。 

これは，オゾンを発生 

させて，空気中に浮遊するウイルスやかびなど

を不活性化，同時に除菌・消臭を行う装置です。 

 各教室に中型１０台，トイレなどに小型１５

台を設置します。ありがとうございました。 

７月の行事予定 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

１日（金） クラブ活動③ 

２日（土）  

３日（日） 海辺の学校『浜っ子と海のふれあい会(地引き網体験)』【受付 8：30】 

４日（月） ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校，６年租税教室，５年那須甲子合宿結団式 

５日（火） ALT 来校(午前)，★集金引き落とし日 

６日（水） ５年那須甲子合宿(～８日)，★弁当日（５年以外の学年） 

７日（木）    ALT 来校(午後) 

８日（金）    ４年居住地校交流 

９日（土）  

１０日（日）  

１１日（月） 給食センター訪問，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校，P 文教部会（18:30） 

１２日（火） ALT 来校（午前） 

１３日（水） 小中連携（児童下校１３：５０），放課後楽校【鬼ごっこ】 

１４日（木） ALT 来校（午後），クラブ④，６年救急救命講習，P 本部役員会（18:00），P 常任委員会（19:00） 

１５日（金） ★全校弁当日，授業参観，引き渡し訓練，通学路点検，マナーアップ運動 

１６日（土）  

１７日（日）  

１８日（月） 海の日 

１９日（火） ALT 来校（午前），学校評議員会（１０：３０） 

２０日（水） 夏休み前の全校集会（業間） 

２１日（木） 夏季休業日【～８／１９（金）】 

２２日（金） 保護者面談① 

２３日（土）  

２４日（日）  

２５日（月） 保護者面談② 

２６日（火） 保護者面談③ 

２７日（水） 保護者面談④ 

２８日（木）  

２９日（金） 保護者面談（予備日） 

３０日（土）  

３１日（日）  

＜７月の目標＞ 
生活目標 ◆衛生に気を付けて生活しよう 
給食目標 ◆暑さに負けない体を作ろう 
保健目標  ◆夏の病気や事故を予防しよう 
安全目標 ◆自転車のきまりを守ろう 

夏季休業中に夢の図書館の開放をする予定です。 

※開放する期日を，後日，お知らせいたします。 

飲酒運転根絶運動の日 



  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
令和４年６月１日 ＮＯ．４ 
       文責：教頭 半澤  圭               

 

  
 
 
 
 

 

 雨上がり 晴天の下での運動会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２８日（土）に，運動会を開催しました。前日は大雨。校庭が水浸しとなり，実施が心配されまし

たが，荒浜の風と校庭の水はけの良さにより，夕方には水たまりはすっかり消えました。当日は，すっき

りとした晴れとなり，子どもたちも気持ち良く全力で競技に臨むことができました。当日は，朝早くから，

髙橋彰ＰＴＡ会長や，おやじの会の齋藤弘樹会長を中心として，保護者の皆様に，テント設営や土のう作

りなどの作業をしていただきました。また，体育・安全部の保護者の方には，審判係等の進行上のサポー

トもしていただきました。御協力，大変ありがとうございました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
保護者の皆様の御協力に感謝【テント設営・土のう作り】 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 



  

 ５月２７日付けで通知した，「東北未来芸術花火２０２２」は，東北初の開催 

となり，国内最高峰の花火師の方々が，芸術球としての花火を音楽に合わせて打 

ち上げます。また，開催地が荒浜鳥の海ということもあり，荒浜小・中学校に在 

籍する児童生徒及び保護者が，無料招待されます。つきましては，希望する御家 

庭は，６月３日（金）までに，参加申込書を学校まで提出してください。なお， 

参加する際は，必ず保護者同伴でお願いします。 

 後援には亘理町も入り，その中で，荒浜小・中学校の父母教師会の方々も，企 

画・準備のお手伝いをします。 

東北未来芸術花火２０２２【６／１１（土）】は，荒浜小と荒浜中の子どもたちが無料招待されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
お知らせ 
 

  
  

全力勝負 あきらめないで 

最後までがんばる運動会 



  

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
令和４年５月２４日 ＮＯ．３ 
       文責：教頭 半澤  圭               

  
 
 
 

 

 

 運動会での子どもたちの頑張りを御覧ください！ 

５月２８日（土）は，いよいよ待ちに待った運動会です。子どもたちは，徒競走やリレー，団体競技な

ど，毎日一生懸命練習してきました。その頑張った成果を是非御覧ください。 

 当日は，８時４５分から開会式を行い，午前中のみの実施となります。 

 来校される保護者の人数制限は行っておりませんが，感染予防のため，検温の上，できるだけ密を

避けて御覧いただきますようお願いいたします。また，声援ではなく，拍手での応援に御協力くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

開会式でのラジオ体操 下学年リレーでの１年生のスタート 

上学年リレーでのバトンパス 法被を着ての太鼓演奏 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 



  

運動会駐車場は「校庭南西駐車場」と「荒浜地区交流センター駐車場」 
となっております。 
交通安全と，運転マナーを守っていただいてお越しください。 
お近くの方は，徒歩での御来校に御協力お願いいたします。 

＜６月の目標＞ 
生活目標 ◆室内で安全に過ごそう 
給食目標 ◆衛生に気を付けて食事をしよう 

  保健目標  ◆口の中の健康について考えよう 
 安全目標 ◆梅雨時に安全な生活をしよう 

＜７月の主な行事予定＞ 
１日（金）：クラブ活動③ 

３日（日）：地引き網体験 

４日（月）：６年租税教室 

６日（水）～８日（金）：5 年那須甲子合宿 

６日（水）：弁当の日 

１４日（木）：クラブ活動④ 

１５日（金）：授業参観，通学路点検 

       全校弁当日，ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ運動 

２０日（水）：全校集会 

２１日（木）：夏季休業日 

22 日(金)～29 日(金)：保護者面談 

 ※土・日・28 日(木)を除く 

６月後半から，水泳学習が始まります。今年度
も，夏季休業前までの実施です。 

【各学年の水泳帽の色】  
１年：赤 ２年：水色  ３年：黄色  
４年：白 ５年：オレンジ  ６年：緑 

運動会の駐車場について 

水泳学習について 

６月の行事予定 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 
   
■ ６月のスクールカウンセラー来校日は６日（月）・１３日（月）・２７日（月）です。カウンセリング

希望の方は電話で御連絡ください。３３－２６７０（職員室 受付） 

１日（水） ★町の職員研修会のため下校時刻１４：１５，眼科検診(全学年１０：００)，言語検査(1年等９：３０) 

２日（木） さつまいも植え(全学年)，ALT(午後) 

３日（金） クラブ活動① 

４日（土）  

５日（日）  

６日（月） 教育実習開始（～６／２４），実習生の紹介(朝オンライン)，SC来校，★集金引き落とし日 

７日（火） ALT(午前） 

８日（水） ミニ防災訓練(J アラート)，放課後楽校開校式(１４：５０) 

９日（木） ALT(午後) 

１０日（金） 朝の読み聞かせ 

１１日（土）  

１２日（日）  

１３日（月） プール清掃【３校時:３･４年，４校時:１･２年，５校時:５･６年】，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

１４日（火） ALT(午前)，５年海洋スポーツ体験:亘理町 B&G 海洋ｾﾝﾀｰ(５，６校時) 

１５日（水） マナーアップ運動，なかよし班活動(業間)，放課後楽校 

１６日（木） ４年車椅子バスケットボール体験(３，４校時)，ALT(午後)，P 文教部会(１９:００) 

１７日（金） クラブ活動② 

１８日（土）  

１９日（日） 海岸清掃(８:３０) 

２０日（月） ５年県学習意識調査 

２１日（火） ALT(午前) 

２２日（水） 集団下校訓練(１４:２０) 

２３日（木） ALT(午後) 

２４日（金） 朝の読み聞かせ，委員会活動③，教育実習最終日 

２５日（土） 那須甲子合宿実地踏査(学校７:００集合) 

２６日（日）  

２７日（月） ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

２８日（火） ALT(午前) 

２９日（水） お話朝会，放課後楽校 

３０日（木） ４年人権教室，ALT(午後)，地域間交流支援委員会(１８:００) 

飲酒運転根絶運動の日 
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４月２３日(土)の授業参観に，お忙しい中，多数の保護者の皆様に子どもたちの授業の様子を参観していた
だき，本当にありがとうございました。また，３年ぶりに「父母教師会総会」が行われ，多数の保護者の方々
に参加していただきました。予算や決算等の協議と併せて，新旧の本部役員の紹介も行われました。学年懇談
会にも，たくさんの保護者が参加され，担任と懇談することができました。また，懇談会後は，図書室で「Ｐ
ＴＡ歓送迎会」が行われました。コロナ禍ということもあり，飲食無しでしたが，和やかな雰囲気で，会が催
されました。 
本当にありがとうございました 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１年生を迎える会【4／13(水】                 

 「１年生を迎える会」が体育館で行われました。入場する際は， 

６年生と手をつないで入場し，大きな拍手で迎えられました。 

とても緊張した表情でしたが，会が進むにつれて徐々に笑顔にな 

っていました。１年生は，現在，４時間授業から５時間授業とな 

り，明るく元気に学校生活を送っています。 

防災訓練【4／14(木)】・交通教室【4／22(金)】 
 学校生活の中で，教科の学習活動と併せて大切な事に，交通安全教育や防災教育があります。本校でも，
交通安全についてと，地震や火災の際の身の守り方について勉強しました。 
 防災訓練では，①地震を想定し，机の下に隠れ，津波を想定し，②校舎屋上への避難をし，その後，校
舎内火災で③外階段から阿部工務店さん屋上避難。全児童が話をせず，真剣に取り組みました。 
 交通教室では，１，２年生が，道路や横断歩道の安全な歩き方を行い，３年生以上が自転車の安全な乗
り方を学びました。登下校以外でも，休日でも，自分の命を守ってほしいと警察の方からお話をいただき
ました。自転車を貸していただいた保護者の皆様，引き上げの手間も含めて，御協力に心から感謝申し上
げます。 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災訓練            歩行訓練          自転車実地訓練 
阿部工務店までの避難      歩行しての横断の仕方      自転車での横断の仕方 

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 

＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

授業参観・PTA 総会・学年懇談会・PTA 歓送迎会 ありがとうございました 



  

＜６月の主な行事予定＞ 
３日（金）さつまいも植え，クラブ活動① 

１４日（火）５年海洋スポーツ体験 

１３日（月）プール清掃 

１６日（木）４年車椅子バスケ 

１７日（金）クラブ活動② 

３０日（木）４年人権教室 

全校児童で取り組みます！ 

『笑顔になる ゼリーデザイン コンテスト』 

 亘理町限定で，災害時に使用する「備蓄ゼリー」の 

パッケージのデザインの募集に，荒浜小学校全児童で 

応募します。 

 ５月６日（金）に学校で作品を制作する予定です。 

 災害があった際，みんなが笑顔になれるようなデザ 

インを考えていきます。 

 児童の作品は，役場に掲示され，見事，選出された 

デザインについては，実際にそのデザインが採用され 

ます。 

 どうぞこの機会に，家族で「防災・減災」について， 

是非，話題にしてみてはいかがでしょうか。 

                   ５月の行事予定 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ ５月のスクールカウンセラー来校日は９日（月），１８日（水），２３日（月）です。カウンセリング

希望の方は電話で御連絡ください。３３－２６７０（職員室 受付） 

■ 連休中の緊急連絡は，下記の学校携帯にお願いします。０８０－１６９０－７８１０（教頭受付） 

ゴールデンウィーク ２日（月）振替休業日【4／23 授業参観】３日(月)憲法記念日，４日(火)みどりの日，５日(水)こどもの日 

６日（木） 委員会活動② 

９日（月） ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

１０日（火） ALT 来校（午前） 

１１日（水） なかよし班活動（業間），内科検診（４～６年） 

１２日（木） ALT 来校(午後)，尿検査回収①，歯科検診(全学年)，顔合わせ集会(子どもをみまもり隊・子ども１１０番の家) 

１３日（金） ６年文化財巡り，運動会係児童打合せ，尿検査回収② 

１６日（月） マナーアップ運動，演技図説明会 

１７日（火） 運動会全体練習（２校時），ALT 来校(午前) 

１８日（水） お話朝会②，耳鼻科検診(１，３，５年)，内科検診(１～３年)，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

１９日（木） ALT 来校(午後) 

２３日（月） 運動会全体練習②（２校時），ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

２４日（火） ALT 来校(午前) 

２５日（水） 子どもサミット 

２６日（木） ALT 来校(午後) 

２７日（金） 浜の子運動会前日準備【５・６年児童】，全校弁当日 

２８日（土） 浜の子運動会 

３０日（月） 振替休業日【運動会】 

３１日（火） ALT 来校(午前) 

＜５月の目標＞ 
生活目標 ◆言葉遣いをていねいにしよう 

     
給食目標 ◆決められた時間内で 

 落ち着いて食事をしよう 
 

  保健目標  ◆丈夫なからだをつくろう 
 

 安全目標 ◆安全に休み時間をすごそう 



が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【令和４年度荒浜小学校の職員の紹介】 

職 名 氏  名 担任等 備  考 職 名 氏  名 担任等 備  考 

校 長 川口 嘉夫  川崎町立川崎中学校より 教 諭 菊地 健太 ６年１組  

教 頭 半澤  圭   養護教諭 岩﨑 有佳   

主幹教諭 渡邊 徳弘 教務主任  主 査 郡山 雪華   

教 諭 髙橋 洋彰 １年１組  臨時業務員 東 美枝子 業務員  

教 諭 佐藤 友梨 かもめ学級 亘理町立亘理小学校より 特支教育支援員  髙橋 明美 特支支援員  

教 諭 寺島 富美 ２年１組 下学年主任 図書支援員 黒田ゆみ子 図書支援員 長瀞小学校と兼務 

教 諭 髙橋 裕明 ３年１組  スクールカウンセラー 橋本  恵 教育相談  

教 諭 玉渕 裕也 ４年１組 亘理町立吉田小学校より 教 諭 薄井  岬 育  休  

教 諭 松田 真実 ５年１組 上学年主任 ＡＬＴ ﾏｲｹﾙ･ﾄｰﾏｽ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 外国語･外国語活動  

＜ 教 育 目 標 ＞ 

荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成 
＜目指す児童像＞ 
「笑顔でコミュニケーションをとり， 

賢く，優しく，心身ともに健康である子ども」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.watari-edu.jp/arahama-e/) 

令和４年度のスタートに当たって 
                           校長 川口 嘉夫 

 

温かい日差しが心地良く感じられる季節となりました。いよいよ令和４年度「荒小劇場」が幕開けし

ます。主役は子どもたちです。子どもたちの笑顔のために，子どもたちの元気な笑い声のために，私た

ち荒小スタッフ一同，全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

今年度は『荒浜の未来を拓くたくましい子どもの育成』を，学校教育目標として掲げ，『笑顔でコミ

ュニケーションをとり，賢く，優しく，心身ともに健康である子ども』を育ててまいります。そのため

に 

〇子どもが自分の個性を生かし，これからの時代を生き抜く力を確かに身に付ける学校 

〇職員が使命感に燃え，教師力を磨き合い，子どもの成長を喜び合える学校 

〇保護者や地域と連携し，安心して通わせたくなる学校 

を目指して，職員が一丸となり子どもたちの教育に全力で取り組んでまいります。 

本日の始業式で児童に３つの「あ」を頑張ろうという話をしました。 

１つ目の「あ」は「あいさつ」です。挨拶は人と人との出会いの一歩です。どこの学校にも負けない

ように爽やかな声で挨拶ができる学校にしたいです。 

２つ目の「あ」は「相手を思いやる気持ちを持つこと」です。友達を大切に思いやり，いじめがない

学校にしたいです。 

最後に３つ目の「あ」は「あきらめない心を持つこと」です。できないからと言って諦めず，どんな

ことにも挑戦する学校にしたいです。 

 子どもたちに話したことは難しいことではありません。凡事 

徹底です。子どもにとって学校が楽しいのは当たり前です。辛 

いこと，悲しいこと，苦しいことはあります。でも，友達がい 

て，先生がいて，家族がいて，みんなに支えられていろいろな 

ことを乗り越えていくことができるのが学校です。保護者の皆 

様，地域の皆様，本年度もご支援のほどよろしくお願いいたし 

ます。 

 

亘理町立荒浜小学校  

阿武隈の風 
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～保護者の皆様へお知らせとお願い（新型コロナウイルス感染症について）～ 

新型コロナウイルス感染症に感染した場合や，ＰＣＲ検査を受けるようになった場合はもち

ろん，かぜ症状（体調不良）等の場合も「出席停止」となります，本人はもちろん，同居の家

族等がなった場合にも同様です。感染症拡大を抑制するためにも，これらの場合には，登校を

控え，速やかに学校へ連絡してください。  

相談等があれば，学校（３３－２６７０）まで御連絡ください。土・日・時間外も対応いた

します。（０８０－１６９０－７８１０） 

 

８日（金） 第１学期始業式，着任披露式 

１１日（月） 入学式（２～６年臨時休業），住居確認① 

１２日（火） １年下校指導①，委員会活動，住所確認②，ＡＬＴ来校(午前) 

１３日（水） １年生を迎える会，体位測定（全学年），１年下校指導②，住居確認③ 

１４日（木） 防災訓練(2校時)，１年下校指導③，住居確認④，P本部役員会(18：00)，ＡＬＴ来校(午後) 

１５日（金） マナーアップ運動，１年下校指導④，住居確認⑤ 

１８日（月） スクールカウンセラー来校 

１９日（火） ６年全国学力・学習状況調査，ＡＬＴ来校(午前) 

２０日（水） なかよし班活動(２校時)，代表委員会 

２１日（木） ＡＬＴ来校(午後) 

２２日（金） 交通安全教室 

２３日（土） 授業参観，PTA総会，学年・学級懇談会【変則５校時限】・Ｐ歓送迎会(図書室 16：45) 

２５日（月） 循環器検診（１・４年） 

２６日（火） ＡＬＴ来校（午前） 

２７日（水） お話朝会，防犯教室 

２８日（木）  

２９日（金） 昭和の日 

転入職員の紹介 ～よろしくお願いいたします！～ 

○校 長  川口 嘉夫【かわぐち よしお】（川崎町立川崎中学校より） 

  校長として本年度より着任いたしました川口 嘉夫（かわぐち よしお）と申します。歴代の校長 

 先生方と地域の皆様が築き上げてきた伝統ある荒浜小学校の校長として，これからも地域とともに発 

 展できる学校を目指していきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教 諭  佐藤 友梨【さとう ゆり】（亘理町立亘理小学校より） 

    ２０１８年東北・みやぎ復興マラソンに参加したときに，荒浜地区の皆さんの温かい声援が心に残っ

ています。子どもたちの成長のために頑張りますので，どうぞよろしくお願いいたします 

○講 師  玉渕 裕也【たまぶち ゆうや】（亘理町立吉田小学校より） 

  初めまして。玉渕 裕也（たまぶち ゆうや）と申します。体を動かすことが好きなので，子ども 

たちと一緒に体を動かしたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【お知らせ】 

○校庭整地工事完了について 

 学年末に行った校庭整地工事が終了しました。きれいになった校庭でたくさん遊んでほしいと思いま

す。 

○家庭訪問について 

  感染拡大防止のため，担任による家の場所確認のみとします。(御自宅にはおじゃまいたしません。) 

○授業参観・ＰＴＡ総会・学年懇談会について【※感染状況により，日程を変更する場合があります。】 

  12：40～13：25 授業参観 

  13：35～14：45 PTA 総会（体育館） 

  14：55～16：15 学年懇談会 

  16：45～17：45 歓送迎会（夢の図書館） 

飲酒運転根絶運動の日 

振替休業日は５月２日（月）です。 


