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□ 生活科 校外学習   1１/9(月)  
～ 新宮図書館・東山公園 (１年生)～ 

新しくなった新宮図書館、紅葉が美しい東山公園

にでかけました。新宮図書館では係の方から本や施

設の紹介をしていただきました。普段は入れない書

庫も見せていただき、大きな書架やたくさんの書籍

に感心しました。東山公園では、美しい紅葉の中、

どんぐりや色づいた葉っぱを集めました。秋を感じ

る 1 日になりました。 

□ 越部の里 秋まつり  11/9(月)    

～ たてわり活動 (全校生)～ 

２学期も全校のみんなのつながりを深めようと６

年生を中心とした児童会で「越部の里秋まつり」を

行いました。密にならない工夫をしながら、みんな

の交流が深まるような内容を考え

て行いました。１年生から６年生

までのたてわりのグループでの活

動は、回数は少ないですが、これ

からも大切にしていきたいです。  

□ スマホケータイ教室   1１/11(水)  
～ 正しく知って上手につきあう (６年生)～ 

兵庫県立大学環境人間学部の兵庫県学生サイバー

防犯リーダーや県警本部生活安全部少年課の方々を

お招きし、子どもたちにスマホとの付き合い方を教

えていただきました。SNS を通しての友だち関係

のトラブルやいじめ、個人情報の流出、動画サイト

に投稿した不適切な動画により多額の賠償金を支払

わなければならないケースを紹介してもらい、子ど

もたちは身近な問題として感じることができまし

た。今後、子どもたちが安全にネット社会に参画で

きる力を身につけてほしいと願っています。 

 

 

□ たつの市スポーツ少年団総合競技大会 
柔道競技 小学２年生の部 
第３位 ２年 橋本 葵  さん 

 
□ 税に関するポスター 

兵庫県納税貯蓄組合連合会会長賞 
       ６年 德山 ゆず さん 
□ 西播磨「ふるさと風景絵画コンクール」 

優秀賞 １年 石岡 花歩 さん 
  入 選 ２年 橋本 葵  さん 

 
□ 歯牙優良児童表彰 
      ６年 長谷川綺音 さん 
      ６年 三村 佳聖 さん 

 

□ たつの市児童生徒発明工夫展 
  研究賞 ６年 奥田  栞 さん 
  佳 作 ２年 米澤 穂華  さん 

□ たつの市児童生徒美術展 
■ 書写の部 佳作   ■絵画の部 佳作 
1年 石橋  友奈 さん  1年  前田 寧音 さん 
1年 上田琥汰郎 さん  2年  武田 聖冬 さん 
2年  碓井  健太 さん   3年  田村 隼人 さん 
2年 岡田 莉音 さん   4年  堂野  梛  さん 
2年  山本 花音 さん   5年  瀬良   樹  さん 
3年  碓井 康介 さん   6年  中嶋   丈  さん 
4年  原田 奏士 さん   
5年  小林 悠月 さん   
6年  原田 詩音 さん    
 
□ 校内マラソン大会 入賞 

■１年生（男子） （女子） 

1位 井上 羽琉 さん 
2位 上田琥汰郎 さん 
3位 堂野  擢 さん 
 

1位 大山 瑞希 さん 
2位 大谷 莉那 さん 
3位 赤間 友香 さん 
4位 石橋 友奈 さん 

■２年生（男子） （女子） 

1位 三木 康世 さん 
2位 木村 翔音 さん 
3位 渋谷 蓮  さん 
4位 家納 隼斗 さん 
5位 碓井 健太 さん 
6位 楠  隆成 さん 

1位 八木 沙彩 さん 
2位 田村 優花 さん 
3位 岡田 莉音 さん 
4位 菅野 結珠 さん 
5位 天野 結菜 さん 
6位 弓場 にこ さん 

■3年生（男子） （女子） 

1位 田村 隼人 さん 
2位 小林 仁   さん 
3位 北田 浬  さん 
4位 中島 旺祐 さん 
5位 磯部 蒼空 さん 
6位 碓井 康介 さん 

1位 木下 柚羽 さん 
2位 湊  結彩 さん 
3位 赤松 志和 さん 
 

■4年生（男子） （女子） 

1位 中原 琉衣 さん 
2位 瀬良 兼三 さん 
3位 横田優一郎 さん 
4位 北田 倖大 さん 
5位 大谷 竜空 さん 
6位 衣笠 元太 さん 

1位 木村 心  さん 
2位 原田あずみ さん 
3位 出田 紫乃 さん 
4位 德山 いと さん 

■5年生（男子） （女子） 

1位 辨吹 陽希 さん 
2位 湊  祐翔 さん 
3位 弓場 前  さん 
4位 瀬良 樹  さん 
5位 江山 斗真 さん 
6位 原田 瑛斗 さん 

1位 𠮷田 恵奈 さん 
2位 藤田 彩月 さん 
3位 小林 悠月 さん 
4位 長谷川紗希 さん 

■6年生（男子） （女子） 

1位 家納 大和 さん 
2位 木村 和樹 さん 
3位 三村 佳聖 さん 
4位 新田 和人 さん 
5位 上田 瑛太 さん 
6位 瀬良 祐二 さん 

1位 髙本 佳奈 さん 
2位 田村 真帆 さん 
3位 家納 凛   さん 
4位 出田 理嘉 さん 
5位 三宅 利歩 さん 
6位 五島 彩絢 さん 
7位 田中 釉月 さん 
8位 奥田 栞   さん 
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