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 拳の花ことば   

       歓迎 友愛 

 信頼 自然の愛 

 

  学校の職員室の外側に立っている桜の木が、赤みの強いピンク色の花をたくさん咲かせました。とても

綺麗です。やっと春になったという感じがします。 さて、いろんな文化的活動の中で、子どもたちがたくさ

んの表彰状をいただいていますので、報告させていただきます。入賞した皆さん、よく頑張りました。 

 

☆黒潮町税に関する作品展入選者  
銅賞  １年  山本あんず さん 

☆黒潮町人権作品展優秀賞受賞者 

３年  岩本 健吾 くん                      ６年  大石 千愛 さん 

☆こども県展入賞者 

優秀  1 年  大石 玲桜 くん   1 年  山本あんず さん    

２年  矢野 智聖 さん    ４年  今西 沙桜 さん  

６年  大石 千愛 さん     6 年  宮地 百春 くん 

入選  １年  岩本 悠汰 くん   １年  梅澤  旭 くん 

２年  坂本 聖波 くん   ３年  碇  蒼平 くん  

     ３年  岩本 健吾 くん   ４年  今西  蓮 くん 

４年  森  麗花 さん   ５年  吉門 凪哉 くん 

     ６年  小谷 栞璃 さん   ６年  藤本 琉已 くん    

６年  碇  拓真 くん 

優秀  ６年  大石 千愛 さん   ６年  藤本 琉已 くん 

入選  ３年  碇  蒼平 くん   ４年  今西 沙桜 さん 

     ４年  中川 伊吹 くん   ５年  吉門 凪哉 くん 

     ６年  碇  拓真 くん   ６年  小谷 栞璃 さん 

     ６年  宮地 百春 くん      

          優秀    １年  梅澤  旭 くん   １年  山本あんず さん 

４年  今西 沙桜 さん   ４年  今西  蓮 くん 

６年  大石 千愛 さん   ６年  宮地 百春 くん 

         入選  １年  岩本 悠汰 くん   1 年  大石 玲桜 くん        

             ２年  坂本 聖波 くん   ２年  矢野 智聖 さん 

             ３年  岩本 健吾 くん   ４年  中川 伊吹 くん 

             ４年  森  麗花 さん   ５年  吉門 凪哉 くん 

             ６年   碇  拓真 くん   ６年  小谷 栞璃 さん 

                 ６年  藤本 琉已 くん     

☆感想画コンクール 黒潮町立図書館長特別賞  １年  梅澤  旭 くん 

☆高知県こども詩集やまもも「また あいたくなった」に、４年 中川 伊吹くんの詩が載ります 

各種文化展入賞者 

毛筆の部 

書の部 

作文の部    絵の部 

書の部 

図画の部 

硬筆の部 



☆文集「黒潮」 入賞者  
 １年   大石 玲桜 くん      2 年  坂本 聖波 くん 

 3 年  岩本 健吾 くん      4 年  中川 伊吹 くん 

 5 年  吉門 凪哉 くん      6 年  藤本 琉已 くん 

☆文詩集「幡多の子」 入賞者 

1 年  梅澤  旭 くん       2 年  坂本 聖波 くん 

３年   岩本 健吾 くん           3 年  碇  蒼平 くん 

4 年  中川 伊吹 くん 

  1 年  岩本 悠汰 くん      2 年  矢野 智聖 さん 

  4 年  今西  蓮 くん      4 年  森  麗花 さん 

  6 年  大石 千愛 さん                            

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 学校評価書とは、学校の一年間の様々な取り組みについて、年度のはじめに作成をし、年度の終わりに、
一年間の学校経営を全職員で振り返り、次年度に向けての改善策を立ててまとめるものです。児童、保護者、
地域の皆さまにご協力いただいて行った「学校評価アンケート」等の結果を材料に、4段階評価で自己評価
をします。本年度の学校評価書につきましては、３月２日のコミュニティ理事会で説明をさせていただき、
自己評価の詳細について質疑応答を行った上で承認をしていただきました。その後、理事さんより学校関係
者評価をいただきました。 
学校評価書を本校のホームページに掲載しますので、ご一読いただけると幸いです。よろしくお願いいた

します。（ホームページは、黒潮町で様式を統一した新しいホームページをご覧ください。） 

作文の部    

詩の部 

詩の部 

学校評価書をＨＰに掲載します 

拳ノ川小・伊与喜小の６年生が一緒にフルーツバイキングつきの給食を楽しみました 

３月１４日（月）の給食は、６年生にとってはお楽しみメニューでした。卒業をお祝いするフルーツバイキ

ングつきの給食で、今年は拳ノ川小学校に、伊与喜小の２名の６年生と担任の中屋教頭先生、そして栄養教諭

の岡本先生に来ていただき一緒にいただきました。写真のようにとてもきれいなデザートがたくさんついてい

ました。本校の６年生はご飯も大盛り！デザートもたっぷりいただきました。幸せな給食でしたね！ 

緊張しながら卒業式の練習をしています 

 １４日から卒業式に向けて、会場の準備や式の練習をし

ています。今年度の司会は、４年生の今西 蓮くんと今西

沙桜さんです。司会も大変緊張すると思いますが、６年生

も慣れないお辞儀や卒業証書の受け取りにとても緊張し

ていて初々しいです。 

お忙しいとは思いますが、ぜひ卒業式においでいただ

き、６年生の卒業を一緒にお祝いくださいますようお願い

いたします。 


