
５年生 野外活動（10月 14日～15日） 

 

 

総合的な学習の時間 ハザードマップ講座 

海田町防災課の島田さんに海田町の災害やハザード

マップの見方を教えてもらいました。 

 

 

5年生もオンライン授業にチャレンジ 

  

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 体験がきみをつくる 体験の風をおこそう  国立江田島青少年交流の家 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

令和３年度 1１月号 

海田町立海田東小学校 
Web ページ http://www.kaitahigashi-e.ed.jp/ 

E-mail      kaitahigashi-es01@kaitahigashi-e.ed.jp 
学校教育目標 「考え実践する 海田東っ子」  

笑顔・あいさつ・思いやり（EAO） よく学び よく遊び やさしく強く 

 

  

10 月に行われた 5年生の野外活動は，天候にも恵まれ汗をかいての活動でしたが，最近は朝晩ぐっと涼しく

なりました。校庭の木々も色付き始め，秋深しを感じさせるこの頃です。いよいよ二学期も折り返し地点の 11

月へ入ります。 

10 月から，学校外での活動や外部講師を招いての学習が増えていますので，紹介いたします。 

また，今月も「自由参観週間」「走り方教室」「東小祭り」「体育発表会」など， 

行事がたくさんありますが，子どもたちが，学習や生活にめあてをもち， 

それに向かって，力いっぱいがんばっていけるように指導していきたいと思います。 

 給食費・諸費の引き落とし 

11月  ５日（金）1回目 

11月 1５日（月）2回目 

 事前に，口座に必要な金額の用意を 

お願いします。 

給食の食材や教材等支払いがありますの

で,ご協力をお願いいたします。 

スクールカウンセリング（ＳＣ） 

11 月１６日（火）10:00～13:00 

1２月２１日（火）13:45～16:45 

お子様の家庭や学校での気になる様子に

ついてご相談を希望される方は， 

教頭までご連絡ください。 

82３－22７０ 

 

11月１日（月）～５日（金） 

自由参観週間  

2校時（ ９：３０～１０：１５) 

3校時（１０：４０～１１：２５） 

今年度も，新型コロナウイルスの感

染拡大防止の観点から，保護者・地域の

方々に多数来校していただく“学校へ

行こう”週間ではなく，自由参観週間と

します。三密を避け，お子様の学習の様子

を参観してください。教室内の人数が多く

なりましたら,廊下からの参観をお願いす

るようになります。ご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

 
・各教室廊下で名簿へご記入ください。 

 

5年生は様々な体験活動（所内ビンゴ，オリエンテーリング，キャンプ，カッター研修） 

や班活動を通して，仲間と協力しながら野外活動のめあて 

「New Wave～高学年としての波をおこせ～笑顔！あいさつ！思いやり！」を 

達成しようと活動することができました。 

 

 

1 月
教育実習11/1-11/26
比治山大学小河内のあ　  委員会
公衛協ポスター・標語表彰式（昼）

2 火
走り方教室15:40～　(４・５年希望者）
PTA理事会19:00～

3 水
文化の日

4 木 東小祭りリハーサル

5 金 東小祭り　一斉地震防災訓練（10:00～）

6 土

7 日

8 月
眼科検診13:30～　　ロング昼休憩(低）
6年海田中学校「新入生対象学校説明会」14:00～16:00

9 火 ロング昼休憩（高）

10 水

11 木 クラブ

12 金

13 土

14 日

15 月 眼科検診13:30～

16 火 6年2組研究授業　スクールカウンセラー

17 水

18 木

19 金

20 土 体育発表会

21 日

22 月 振替休日

23 火 勤労感謝の日

24 水 ６年1組研究授業

25 木 6年がん教育・薬物乱用防止教室（１・２H）

26 金

27 土

28 日

29 月
1年人権の花贈呈式9:30～
６年給食後下校

30 火 修学旅行（四国方面）

11月
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1年生 生活科「虫取り・虫探し」      

 算数で行った虫の多い場所を表にする学習を生かして，寺迫公園で虫を探したり瀬野川河川敷で虫取りをした

りしました。 

 

4年生  福祉体験 （認知症講座・点字体験・車椅子体験・高齢者体験） 

誰にでも優しい町・学校に！自分たちができることを考えました。 

 

                                        

  

 

 

2年生 生活科 町探検   （海田町立図書館見学・安芸農協・花工房 kiki・カツヤ ）                    

 

 

3年生 英語授業研修   

イニシャルを紹介しながら，アルファベットに親しみました。3年 1組で一番多いイニシャルは Yでした。 

６年生 SDGｓ・食育・金融出前授業                  道徳授業研修    

                                             

                                            

 

5・6年  海田町小学校陸上記録会  記録だけでなく，応援の態度も素晴らしい海田東 

5年女子走り幅跳び     2位 今井 七海 

5年男子走り幅跳び    2位 川嶋 悠斗 

             4位 河原 涼平 

             5位 馬渡 倖輝 

６年女子走り幅跳び    １位 堀田 心春 

             ６位 高盛 白妃 

6年男子走り幅跳び    1位 田端 陽太朗 

             2位 三堀 輝一 

             ４位 上田 晴汰 

5年女子走り高跳び    ２位 行重 実紀 

5年男子走り高跳び     4位 野間 晴人 

                竹内 康晟 

6年女子走り高跳び    ２位 東 里安 

6年男子走り高跳び     ３位 藤井 玲皇 

             ５位 石津 久聖 

5年男子ソフトボール投げ 1位 頼田 善 

             2位 花戸 佑成 

６年男子ソフトボール投げ 1位 田端 陽太朗 

             3位 三堀 輝一 

             6位 佐々木 大輝 

5年男子 800ｍ走      １位 山下 頌基 

６年女子 800ｍ走     ４位 大平 姫椛 

              ５位 増田 暖 

6年男子 800ｍ走      ２位 唐田 大我 

              ５位 佐々木 大輝 

              ６位 三宅 央杜 

 

5年女子 80ｍハードル     5位 品川 真紀 

              ６位 木村 結音        

5年男子 80ｍハードル    2位 花戸 佑成 

               ３位 銭谷 煌也 

               5位 頼田 善 

6年女子 80mハードル     ６位 堀田 心春 

5年女子 100m走       １位 品川 真紀 

5年男子 100m走       １位 川嶋 悠斗 

               ５位 花戸 佑成 

                ６位 銭谷 煌也 

6年女子 100m走       ６位 日谷 咲希 

6年男子 100m走        ３位 田端 陽太朗 

              ４位  三宅 央杜 

              ５位  佐々木 大輝 

                          6位  房安 春葵 

5年男子 400mリレー     １位  

銭谷 煌也 川嶋 悠斗 花戸 佑成 頼田 善 

５年女子 400mリレー     １位  

今井 七海 行重 実紀 品川 真紀 中西 優奈 

６年男子 400mリレー     ２位  

田端 陽太朗  三堀 輝一 房安 春葵 佐々木 大輝 

６年女子 400mリレー   １位  

大平 姫椛  日谷 咲希 堀田 心春 東 里安 

 

図書館のカードを作り，本を借りました。 

これからも本をたくさん読みます。 

 

 

 

  

 

友だちと分かり合うために必要

なことについて考えました。 

ために 


