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学校周辺の山々も次第に冬の装いへと変わってきました。急な冷え

込みのせいでしょうか、今年の紅葉は例年よりも美しかったように思

いました。いよいよ本格的な冬が到来します。これからの季節は、新

型コロナウイルスだけでなくインフルエンザにも気をつけないといけ

なくなります。学校でも、児童たちの健康面に十分気をつけながら教

育を進めていこうと思っています。

ところで、１１月２８日(月)に、３年ぶりに「マラソン大会」を実施しました。児童たち

は各自のペースで最後まで諦めることなく全員が完走しました。児童たちはきっと、「自分

に打ち克つ心」や「やり抜くことの大切さ」を学んでくれたことと思います。よく健闘した

児童たちに心から拍手を送りたいと思います。

２学期は、他にも運動会、遠足、修学旅行など、いろいろな学校行事がありました。新型

コロナウイルス感染防止に留意しながら、どの行事にも、児童たちは、笑顔いっぱい、力い

っぱい、元気いっぱいに取り組んでいました。児童たちの頑張りと成長を感じさせてくれる

素晴らしい学期だったと思います。

児童たちは、あと１週間ほどで冬休みを迎えます。

私は、子どもの心を育て、力を伸ばすためには、「自信」をつけてやることが大切だと考

えています。ですから、この冬休みの間に、ご家庭で、子どもの「自信」につながる「褒め

言葉」をできるだけたくさんプレゼントしてやっていただければありがたく存じます。児童

たちそれぞれの「いいところ」や「頑張っているところ」をたくさん見つけてやってくださ

い。

また、冬休みは、大晦日から正月にかけて、いかにも日本らしい風情のある時期です。日

本ならではの文化や風習などを学ぶよい機会だと思います。将来、グローバルな世界で生き

ていく児童たちにとって日本古来の文化を知っておくことは大切なことです。児童たちにい

ろいろな学びの機会を設けてやってくださるようお願いいたします。

今年の冬休みは１２月２５日(日)から１月９日(月)までの１６日間です。すべての児童た

ちが、思い出深く、充実した冬休みを過ごせますよう、そして、何よりも事故なく健康に過

ごせますよう心から祈っております。

冬休み期間は以下の点にご留意ください。

１ 家族の一員として、家庭や地域社会での生活経験を積ませてください。

２ 子どもが立てた生活や学習計画の実践を通して自主・自立的な態度を育ててください。

３ 子どもが持っている興味や関心を大切にし、学校では得られない経験をさせ、個性の

伸長を図ってください。

４ 児童自身は、これまでの学習を振り返り、不十分なところを補ったり、得意なところ

を伸ばす機会としてください。

月 日 曜 行 事 月 日 曜 行 事

17 土 週休日 1 日

18 日 2 月 １月１日の振替休日

19 月 感謝祭 3 火 冬

20 火 キャリア教育講演会（5、6年） 4 水

12 21 水 1 5 木 休

22 木 6 金

23 金 地域別学校説明会（王寺） 7 土 み

24 土 終業式 8 日

25 日 9 月 成人の日

26 月 冬 個別面談 10 火 始業式

27 火 個別面談 11 水

28 水 休 12 木

月 29 木 月 13 金 感謝祭

30 金 み 14 土 週休日

31 土 15 日

16 月 実力テスト（６年）

家庭学習日（１～５年）

※１月１８日（水）に予定していた「保護者対象オープンスクール」は中止します。

教室内は、換気や節電のため、冷え込むことがあります。必要であれば、家庭から児童に

持たせていただいても構いません。

智辯学園奈良カレッジ高等部陸上競技部が、１０月３０日（日）に開催された奈良県高等

学校駅伝競走大会において６年連続６回目の男女アベック優勝を果たしました。この結果、

両チームは１２月２５日（日）に京都市で開催される全国高等学校駅伝競走大会に出場しま

す。児童たちは１２月９日（金）にオンラインで壮行会に参加し、各教室からエールを送り

ました。どうか、ご家庭でも一緒に応援してくださいますよう、よろしくお願いいたします。

●１２月２３日（金）に王寺町地域交流センターりーべる王寺 東館５階ＡＶルームで地域別学

校説明会を開催しますので、広報活動にご協力よろしくお願いいたします。

●２０２４年度版学校案内が完成しました。お知り合いなどに受験適齢期のお子様がおられ

ましたら、お渡しいただきたく存じますので、その際は担任までお声かけください。



１１月２４日（木）に、香芝市人権擁護委員の赤土様と沖本様がお越しになり、５年生が

一緒に人権の花を植えました。お二人は児童たちに人権を守ることの大切さについてお話し

くださいました。児童たちにとって、人権の大切さを知る良い機会となりました。

１１月２８日（月）に６年生が、オーストラリアの姉妹

校レッドランズカレッジの高校生とオンラインで交流しま

した。互いにクイズを出し合ったり、質問をし合ったりし

て有意義な時間を共有しました。

児童からは、「最初は緊張したけれど、クイズ大会を通

して、楽しい時間を過ごすことができた。」などの感想が

出ました。

１年生がカブの収穫をしました。収穫の際、畑から児童たちの大きな歓声が上がっていました。

２年生がダイコンの収穫をしました。立派なダイコンを引き抜くのが大変でした。

１１月２８日（月）にマラソン大会を実施しました。マラソン大会は３年ぶりの実施です。
１～３年生は８００ｍ、４～６年生は１２００ｍを走りました。練習を重ねて、本番で一番
良いタイムが出るよう、どの児童も頑張りました。各学年の上位３人を紹介します。

１～３年生（８００ｍ）

１年生 【男子の部】 【女子の部】
１位 宮本 泰志郎 ３分５０秒 １位 中森 菜々美 ３分５２秒
２位 山本 蒼一郎 ３分５１秒 ２位 吉田 知日香 ４分０１秒
３位 川田 泰士 ４分０３秒 ３位 縄田 咲 ４分１３秒

２年生 【男子の部】 【女子の部】
１位 田中 亨宜 ３分３４秒 １位 馬谷 柚衣 ３分３５秒
２位 松岡 利憲 ３分４３秒 ２位 平岡 由宇 ３分４１秒
３位 大谷 櫂士 ３分４６秒 ３位 茨木 碧音 ３分４４秒

３年生 【男子の部】 【女子の部】
１位 髙尾知 冠汰 ３分２５秒 １位 服部 帆乃加 ３分２９秒
２位 東口 隆星 ３分２５秒 ２位 辰巳 真優 ３分２９秒
３位 森本 陽輝 ３分２９秒 ３位 氏本 りら ３分３２秒

４～６年生（１２００ｍ）

４年生 【男子の部】 【女子の部】
１位 平岡 丈 ４分５７秒 １位 茨木 燈里 ５分０７秒
２位 中森 大誠 ５分０６秒 ２位 岸本 珠愛 ５分０７秒
３位 田中 蒼真 ５分３４秒 ３位 辻 夏蓮 ５分２１秒

５年生 【男子の部】 【女子の部】
１位 髙尾知 奏良 ４分５２秒 １位 山本 遥 ５分２９秒
２位 北詰 友哉 ４分５７秒 ２位 庄田 華那 ５分３４秒
３位 板橋 宏徳 ５分１２秒 ３位 角田 千禮 ５分４０秒

６年生 【男子の部】 【女子の部】
１位 大原 一士 ４分４９秒 １位 徳原 彩旬 ５分１０秒
２位 足立 和樹 ４分５４秒 ２位 原田 実子 ５分１５秒
３位 森本 侑世 ５分２３秒 ３位 小倉 亜彩日 ５分２２秒

１２月１０日（土）の放課後に、TOEFL Primaryを希望者
対象で実施しました。どの児童も真剣にリーディングとリス
ニングのテストを受験しました。各自、日々の勉強の成果を
発揮することができたと思います。


