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～学校教育目標～

いいちえ （しっかり学ぶ子）
いいあせ （がんばる、たくましい子）
いいこころ （思いやりのある、やさしい子）

１／１３（月・祝）海南市駅伝大会開催！

２日（日）日曜参観
３日（月）振替休業日
５日 (水) 亀川中学校入学説明会
６日（木）亀川小学校入学児童保護者説明会
７日（金）本部役員・委員決定の会
８日（土）９日（日）
書き初め競書会中央展（広川町民体育館）
１０日（月）情報モラル教室（５・６年）

第６３回海南市駅伝競走大会が、晴天のもと開催されました。小学生の部で亀川Aチームが見事準優勝、
女子の部も亀川Aチームが４位となりました。小学生の部３区１．６Kmで田中蒼空さん（５年生）が６区
２．０Kmで松本仲舗基さん（６年生）が区間賞に輝きました。おめでとうございます。各チームが、す
べての選手が自分の力を出し切り、「１秒でもタイムを縮めるぞ」という意気込みでがんばりました。大
会に向けての練習、本番を通して大きく成長した駅伝部の皆さんに拍手を送ります。感動をありがとう。
１月２１日の全校集会で成果を全校児童に伝え、喜び合いました。
応援していただいた皆様方、本当にありがとうございました。

１２日（水）委員会
１３日（木）スクールカウンセラー来校日
ALT（英語指導助手）訪問（２年）
学校保健安全委員会
１４日（金）情報モラル教室（３年）
１５日（土）地域ふれあい行事「人形劇」
１５日（土）１６日（日）
冬の美術展（市民会館）
１６日（日）市町村対抗ジュニア駅伝競走大会
１７日（月）幼小連携交流会「もうすぐ１年生」
１９日（水）クラブ
２０日（木）スクールカウンセラー来校日
ケータイスマホ安全教室（１年・２年）
２１日（金）昔の遊びを楽しもう（１年）
和歌山市博物館見学（３年）
２２日（土）２３日（日）
海草地方書き初め作品展（紀美野町中央公民館）
２６日 (水) 防犯教室
２７日（木）６年生お別れ遠足（ＵＳＪ）
２８日（金）スクールカウンセラー来校日
※行事日程は、都合により変更する場合があります

見守り活動の皆さんへ
寒い中 、いつ もご協力く ださり、ありが
とうございます。下校時刻に変更がありま
すので、お知らせします。
２月

５日（水）委員会なし
１～５年 １４時３０分頃下校
６年
亀川中学校入学説明会

２月１２日（水）委員会
１～４年 １４時３０分頃下校
５・６年 １５時３０分頃下校

１２／２１(土)
地域ふれあい活動「しめ縄をつくろう」
１ ２ 月 の地 域 ふれ あい 活動 は 、 毎 年恒例 の 「しめ 縄
を つく ろ う 」 でし た。 グ ル ー プ に 分 か れ て 、 みん なで
協 力し て 作 業 をし まし た 。 玄 関 に 飾 っ て 新 し い年 を迎
え たこ と で し ょう 。亀 川 公 民 館 の 皆 さ ん 、 あ りが とう
ございました。

令和元年度和歌山県学習到達度調査について
◇調査実施日：令和元年１０月１６日（水）
◇調査対象（調査教科）：第４学年（国語、算数）第５学年（国語、算数、理科）
◇調査結果の概要と今後の取組について
本校の平均正答率は、第４学年は国語で０．２ポイント、算数で１．３ポイント県平均を
上回り、第５学年は国語で１．６ポイント、算数で１１．３ポイント、理科で３．４ポイン
ト県平均を上回りました。無答率については、両学年とも県平均のほぼ半分と低く、積極的
に問題と向き合えていると思われます。以下、課題と取組についてお知らせします。
国語

国語は、記述に課題があります。これまで以上に「何を何のために」や「どのよう
な条件にあわせて書くか」ということを意識した授業を行っていきます。また、敬
語、接続語等言語に関しても課題があるため、日頃から用いることを通して理解を
深めたいと考えます。

算数

国語と同様記述での回答に課題が見られます。授業において算数的な用語を使って
説明したり、基本を活用させて課題解決したりする場面を設定し、表現する力を強
めていきたいと考えます。反復学習など基礎学習を充実させていきます。

理科

「予想・仮説」「観察・実験」「考察」の課題解決を大切にしながら、キーワード等
を使って説明する場面を今よりも多く取り入れていくことを考えています。

１/19（土）20（日）
海南市科学作品展に出展!
本年度は２９点の科学作品が出展されました。特に優れ
た作品 と して 、９点 の作 品が、２/３（土）・ ２/４（日 ）
に拝待体育館で開催される県科学作品展に出品されること
になりました。
【県科学作品展 出展作品】
「そらのくも」
１年 松尾 百香
「お金ででんちをつくったよ」 ２年 小倉 克久
「ろかのじっけん」
２年 畑中 芭月
「星の明るさと色」
３年 谷口 七菜
「古代の生物-和歌山の化石-」 ３年 若林 英明
「ミクロの世界をのぞいてみた」５年 前川 雄駕
「空気のバランス 地球温暖化」５年 川口 心菜
「イカの解剖大実験」 ５年 渡邊 桃花・髙橋 円佳
「りんごの変色実験」
６年 中谷 未侑
併せて、これまで県の展示会等に選ばれた児童のがんば
り賞を紹介します。
【令和元年度

１/２１（火）児童会役員の交代
全校集会で新旧児童会役員のあいさつがあり、交代が行われました。これまで全校
の中心となってくれた６年生の皆さん、本当にお疲れ様でした。それを引き継ぐ５年
生の皆さん、これからの活躍に期待しています。がんばってください！
【旧児童会】
大林
慶次郎
美ノ谷 哲平
相谷 奏羽
中谷 萌恵

校門の桜の木ですが、老朽
化が大変進んでおり、樹木医
に診てもらったところ、危険
であるということで、先日校門近くの１本
を残念ですが、伐採せざるをえなくなりま
した。

【新児童会】
入口 奏多
板倉 領杜
橋本 みやび
土田 真央
１２月１９日（木）に 第６回“夢ブッ
ク”読書感想文・読書感想
画コンクール表彰式があり
ました。
読書感想画の部での藤田
統真さん（１年生）が『夢』
きらきら賞（奨励賞）を受
賞しました。気持ちがよく
表れた作品でした。

歯・口の健康に関する図画・ポスター展
及び歯・口の健康啓発標語展】
６年 平松 愛羽

標語の部
【秋の美術展】
３年 田伏 龍雅・井ノ川 煌大
４年 久米 心乃花
５年
辻
真宙・ 西
瑞希
６年 三堀 紗奈
【第６９回“社会を明るくする運動”作文コンテスト】
更生保護法人 和歌山県更生保護協会理事長賞
５年 橋本 みやび

１２／１９(木) JAながみね出前料理学習
「スイートポテトブリュレ」（６年生）
JAながみね出前料理学習を実施しま
した。女性会の皆様方にご協力いただき、
家庭科の学びを生かしながら、季節の旬
の食べ物を使った、珍しい料理に挑戦し
ました。初めて食べるスイーツに興味津
々でした。

