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１月２３(月)～２７日(金)は給食委員会が

中心となって『給食まつり』を行いました。

まつりの内容は、前号の学校だよりでもお知

らせした「炊きたてごはんの日」の実施、「リ

クエスト献立」、「調理員さんへの感謝の手紙」

などでした。２５日(水)には「給食まつり集会」を行いましたが、インフルエンザなどの流

行に備えテレビ放送による集会となりました。

２月７日(火)に「み～と工房とんたろう」の鈴木

社長さんを講師に招いたソーセージ作りを３年生が

体験をしました。南郷名物のソーセージについて学

習した子ども達はまた一つ南郷について知ることが

できました。

３年生はその他にも、旧みなみ幼稚園跡に行って

「昔の道具見学(１月１６日実施)」やイーストファ

ームみやぎでの「綿摘み体験(１月２５日実施、裏面参照)」なども行い、ふるさと南郷につ

いての学習を進めています。

児童会の代表委員会が中心となって毎週月曜

日の朝に行っているあいさつ運動、３学期から

低学年も一緒になって取り組んでいます。２月

２０日(月)は５年１組と１年１組のみんなが昇

降口前に並んで大きな声で「おはようございま

す」を呼びかけていました。

１日のスタートは気持ちのよい『あいさつ』

がいいですね。



１月２７日(金)に６年生が南郷中学校に赴き、授業と部活動の体験をしてきました。授業

は「国語」「数学」「英語」の３クラスに分かれて体験し、その後に部活動の体験をしました。

中学生になる前に、中学校生活の一部分を体験することができ、６年生はますます中学校へ

の入学を楽しみにしているようです。

６年生はあと３週間余りで南郷小学校を卒業します。中学生になるための準備と小学校６

年間の締めくくりを考え、様々な活動にしっかりと取り組んでくれることを期待しています。

20日(月)から校内書きぞめ展が行われています。１・２

年生の作品は昇降口を入ってすぐの中央廊下、３～６年生

の作品は２階の中央廊下に展示してあります。ぜひ、学校

まで足を運んでいただき、子ども達の力作をご覧いただけ

ればと思います。また、明日２３日は学習参観ですので、

少し早めに来校いただきご覧いただいても結構です。郡書

きぞめ展に出品された作品には、右肩に印がついています。

県書きぞめ展に出品された作品は、まだ戻ってきていない

ため、代わりの作品を展示しています。

なお、学習参観以外で来校される際は、職員室に一声お声がけくださいますようお願いい

たします。

9日(木) 業間マラソン

10日(金) ５年体育館清掃

13日(月) 清掃週間(～21日)、６年美化の日

14日(火) 卒業式予行練習

16日(木) 業間マラソン、卒業式準備

17日(金) 卒業式（１～４年；臨時休業）

20日(月) 春分の日

1日(水) お話朝会、ミニミニコンサート 21日(火) 美化の日

2日(木) 業間マラソン、委員会活動、学校評議員会 22日(水) 南郷中一日入学

3日(金) ６年生を送る会(2校時) 23日(木) 業間マラソン

6日(月) カウンセラー来校、Ｂタイム(全校5校時限) 24日(金) 修了式(全校３校時限)、職員会議

7日(火) ＡＬＴ来校、Ｂタイム(全校5校時限) 25日(土) 学年末休業日(～3/31)

8日(水) Ｂタイム(全校5校時限) 28日(火) 離任式 8:30



＜硬筆＞ ＜毛筆＞
特選 １年１組 品川 幸虹 さん 県へ 特選 ３年１組 丹野 勇輝 さん

１年２組 相澤 俊太 さん ３年２組 佐々木将馬 さん
２年１組 畑中 隼之介 さん ４年１組 及川 紗矢 さん
２年２組 鈴木 真琴 さん 〃 山村 里美 さん
３年１組 大友 逢雅 さん ５年１組 今野 陽世里 さん 県へ
３年２組 海上 凜 さん ５年２組 木村 美優 さん
４年１組 及川 紗矢 さん 県へ ６年１組 皆川 大樹 さん 県へ
〃 川名 花奈 さん 〃 山村 香澄 さん 県へ

５年１組 今野 陽世里 さん 金賞 ３年１組 相澤 悠人 さん
５年２組 野田 くるみ さん 〃 有壁 由菜 さん
６年１組 山村 香澄 さん 〃 高橋 彩華 さん
６年２組 渡邊 楓 さん 〃 横山 夕珠 さん

金賞 １年１組 片山 柊吾 さん ３年２組 海上 凜 さん
〃 千葉 紗織 さん 〃 大野 陽生 さん
〃 田畑 美優 さん 〃 佐々木夏向花 さん

１年２組 青野 千春 さん 〃 佐野 詩桜 さん
〃 新田 涼 さん ４年１組 川名 花奈 さん
〃 福田 芽生 さん 〃 小茄子川美玖 さん

２年１組 木村 月乃 さん 〃 佐藤 仁菜 さん
〃 菅原 鞠恋 さん 〃 菅原 渚稚 さん
〃 松田 海音 さん 〃 丹野 晴菜 さん
〃 武者 茉美 さん ５年１組 髙橋 洸貴 さん

２年２組 生出 姫愛 さん 〃 日野 まりん さん
〃 髙橋 宥成 さん 〃 堀田 晴真 さん
〃 新田 泉織 さん ５年２組 只野 幾太 さん
〃 皆川 玲杏 さん 〃 野田 温夫 さん

３年１組 相澤 悠人 さん 〃 野田 くるみ さん
〃 有壁 由菜 さん ６年１組 秋田 京太朗 さん
〃 倉島 実雅 さん 〃 木村 光来 さん
〃 佐藤 楓花 さん ６年２組 佐々木瑠亜 さん

４年１組 小茄子川美玖 さん 〃 佐藤 梨奈 さん
〃 佐藤 仁菜 さん 〃 髙橋 真桜 さん
〃 平 彗杏 さん 〃 原 純風 さん
〃 髙橋 彩笑 さん
〃 山村 里美 さん

５年１組 日野 まりん さん
〃 山村 歩夢 さん

５年２組 阿部 珠梨 さん
〃 木村 美優 さん
〃 野田 温夫 さん

６年１組 皆川 大樹 さん
６年２組 白石 奈月 さん
〃 原 純風 さん
〃 八木 里帆 さん

硬筆の部 金 賞 １年 品川 幸虹 さん 毛筆の部 部会長賞 ６年 山村 香澄 さん

４年 及川 紗矢 さん 金 賞 ５年 今野陽世里 さん

６年 皆川 大樹 さん




