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 拳の花ことば   

       歓迎 友愛 

 信頼 自然の愛 

 

  学校周辺の桜の木が、たくさんの花をつけています。まだ寒い日が続いていますが、春の香りがあふれ

ています。いろんな文化的活動やスポーツで、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  
黒潮町租税教育研究会会長賞  ３年  矢野 智聖 さん 

  〃            ４年  岩本 健吾 くん 

  〃            ５年  今西 沙桜 さん 

優秀賞            ３年  坂本 聖波 くん 

☆こども県展入賞者 

優秀  1 年  森  稟花 さん   ２年  大石 玲桜 くん    

２年  山本あんず さん    ３年  矢野 智聖 さん  

４年  岩本 健吾 くん     ５年  今西 沙桜 さん 

５年  今西  蓮 くん                         

 

入選  １年  坂本 唯羽 さん   ２年  岩本 悠汰 くん 

２年  梅澤  旭 くん   ３年  坂本 聖波 くん  

     ５年  中川 伊吹 くん   ５年  森  麗花 さん 

６年  吉門 凪哉 くん  

 

優秀  ５年  今西 沙桜 さん   ５年  今西  蓮 くん 

入選  ３年  坂本 聖波 くん   ３年  矢野 智聖 さん 

     ４年  岩本 健吾 くん   ４年  碇  蒼平 くん 

     ５年  中川 伊吹 くん   ５年  森  麗花 さん 

     ６年  吉門 凪哉 くん 

 

特選  ３年  矢野 智聖 さん 

 

優秀    １年  大砂 銀慈 くん   １年  森  稟花 さん 

２年  梅澤  旭 くん   ２年  山本あんず さん 

４年  岩本 健吾 くん   ５年  今西 沙桜 さん 

５年  中川 伊吹 くん 

 

         入選  １年  坂本 唯羽 さん   ２年  岩本 悠汰 くん        

             ２年  大石 玲桜 くん   ３年  坂本 聖波 さん 

             ４年  碇  蒼平 くん   ５年  今西  蓮 くん 

             ５年  森  麗花 さん   ６年  吉門 凪哉 くん                               

各種文化展及び陸上十傑入賞者 

毛筆の部 

書の部 

図画の部 

硬筆の部 



☆ありがとうはがきメッセージコンテスト（大方ライオンズクラブ主催） 
        入選  ３年  矢野 智聖 さん 

 

☆文集「黒潮」 入賞者  
 １年   森  稟花 さん      2 年  山本あんず さん 

 3 年  矢野 智聖 さん      4 年  岩本 健吾 くん 

 5 年  中川 伊吹 くん      6 年  吉門 凪哉 くん 

１年   坂本 唯羽 さん      2 年  岩本 悠汰 くん 

 3 年  坂本 聖波 くん      4 年  碇  蒼平 くん 

 5 年  今西 沙桜 さん      

☆文詩集「幡多の子」 入賞者 

1 年  森  稟花 さん       ２年  岩本 悠汰 くん 

３年   坂本 聖波 くん          3 年  矢野 智聖 さん 

4 年  岩本 健吾 くん 

  1 年  坂本 唯羽 さん      2 年  山本あんず さん 

   4 年  碇  蒼平 くん                             

☆第５０回高知県小学校通信陸上記録会（幡多）支部１０傑  

 ６位  ５年  今西 沙桜 さん 記録 ３３．３ｍ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

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
をしました。本年度の学校評価書につきましては、３月１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 

作文の部    

ソフトボール投げ   
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0.95

国語 算数 理科

５年

0.98

1.17

国語 算数

4年
高知県学力定着状況調査の結果 

１月１１日に高知県学力調査があり、４年生は２教科、５年生は３

教科をそれぞれ４０分で行いました。２つの学年の各教科における県

平均正答率通過率（県の平均正答率を１として、本校の平均正答率を

比較したもの）に表すと、右のグラフのようになります。 

 問題をしっかり読み取ること、長文を読み取り、問われていること

に条件に応じて答えること、正確な日本語の表現で最後まできちんと

答えることなどに、課題があります。基本的な学習を大事にしながら、

自分にはちょっと難しいと思われる問題にも積極的に取り組んでいく

こと、より深い内容の本もどんどん読むこと、辞書を使っていろんな

ことを調べることなどにも取り組み、読み取る力（読みきる力）、表現

する力を伸ばしていけるように取り組んでいきたいと思います。                                                                                                                                                                                             


