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令和４年12月23日(金)

No.14 校長 寺田 明彦

全校児童数 451名

今日は、令和４年の最後の登校日です。10月11日から後期が

始まり、２か月余りが過ぎました。主な行事は、３年生の大子

遠足、６年生の陸上記録会や商店街の花植え、５年生のコマツ

工場社会科見学、４年生の福祉体験学習、高学年の芸術鑑賞会、２年生の町探険、１年生

の年賀状作成、そして、東石川フェスティバルや持久走大会がありました。

また、落ち葉掃きのボランティア活動を自分から進んで行うなど、大変頼もしい児童も

いました。

これらの行事や日々の生活を通して、皆さんの確かな成長を感じることができました。

残り３ヶ月で６年生は卒業、１～５年生は進級となります。冬休みには、次の２つのこ

とをお願いします。

１つ目は、「健康に過ごすこと」です。これは、楽しい冬休みにするために、とても大

切なことです。そのためには、病気やけが、交通事故にならないように感染予防をしたり、

生活の決まりや交通ルールを守ったりしながら生活してください。

２つ目は、「家族のために自分ができることをすること」です。今年も、お父さんやお

母さんなど、お家の人に支えてもらったことはたくさんあったと思います。また、冬休み

には、お年玉やプレゼントなどをもらう人もいるかもしれません。家族のために感謝の気

持ちをもって、自分ができることを考えて、取り組んでみてください。

学校だより№12に続いて、後期に表彰された児童をご紹介いたします。受賞された児童

の皆さん、誠におめでとうございました。

○令和４年度ひたちなか市芸術祭児童生徒作品展 絵画の部 入選

１年 スリーラ プラーシャント ハナ・渡邊 夏帆・野澤 明莉
２年 渡辺 啓太・松永 ひらり ３年 内 滉太・吉田 健・高瀬 直輝
４年 峯岸 拓吾・齋藤 恒太 ５年 佐藤 愛美・清水 和奏
６年 小泉 瑠菜・新藤 礼菜

○令和４年度ひたちなか市芸術祭児童生徒作品展 立体作品の部 入選

１年 岩下 夏羽・関根 ひかり・岩佐 菖 ２年 井上 真優子・木曽 花桜里
３年 田ノ口 瑞希・青木 実緒・桑島 大知 ４年 斉藤 綸花・日向寺 莉生
５年 清水 啓史・森谷 愛子 ６年 古川 怜樹・久保 憲心

○令和４年度ひたちなか市芸術祭児童生徒作品展 書写の部 入選

１年 大友 葉南子・關山 莉亜・阿部 孝太郎 ２年 原 緯吹・森川 翠月
３年 米川 明李・笹田 理帆・堀江 優珠 ４年 鳥谷部 莉子・早坂 尚翔
５年 安川 愛菜・近藤 佳菜 ６年 猪瀬 葵生・安田 あこ

○日本グランプリシリーズ水戸大会 2022水戸招待陸上

小学４年男子100m 第１位 ４年 佐藤 匡吾
○第61回水戸市体育祭市民競技大会 陸上競技の部

小学４年男子100m 第１位 ４年 佐藤 匡吾
○笠松スポーツフェスティバル茨城県陸上競技大会

小学４年男子100m 第２位 ４年 佐藤 匡吾
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○第40回ひたちなか市子供会育成会連合会マラソン大会

１年女子の部 第１位 １年 山口 柚奈
２年男子の部 第５位 ２年 藤本 旬
３年男子の部 第２位 ３年 安川 豪騎
５年男子の部 第２位 ５年 西村 諒太
６年男子の部 第２位 ６年 藤本 悠誠

第３位 ６年 渡辺 陽太
○第28回ひたちなか市ソフトボールスポーツ少年団大会

第１位 東石川ソフトボールスポーツ少年団

１年 大友 葉南子 ２年 仲井 遙花・高畠 悠吾 ３年 坪内 希弦
４年 早坂 尚翔・大友 朝登・峯岸 拓吾・峯岸 隼吾

○第34回那珂市近郊小学生ソフトボール親善大会 白鳥リーグ

優勝 東石川ソフトボールスポーツ少年団

１年 大友 葉南子 ２年 仲井 遙花・高畠 悠吾 ３年 坪内 希弦
４年 早坂 尚翔・大友 朝登・峯岸 拓吾・峯岸 隼吾

○第10回佐野カップ

優勝 東石川ソフトボールスポーツ少年団

１年 大友 葉南子 ２年 仲井 遙花・高畠 悠吾 ３年 坪内 希弦
４年 早坂 尚翔・大友 朝登・峯岸 拓吾・峯岸 隼吾

○第31回全国小学生バドミントン選手権大会茨城県予選会

５年男子ダブルス 第３位 ５年 坂本 智
○みんなにすすめたい一冊の本推進事業 300冊

５年 森谷愛子
６年 瀬谷 朱里・ 猪瀨 葵生・下村 侑生・介川 怜奈・樋渡 優翔・古川 怜樹

○令和４年度いばらきものづくり教育フェア 児童・生徒作品コンクールの部

茨城県教育研究会家庭、技術・家庭教育研究部長賞 ６年 中村 友貴
○ひたちなか市児童・生徒科学研究作品展 自由研究

１年 佐藤 羚慈・阿部 孝太郎・鬼澤 紗良・小池 蒼大
２年 赤塚 恵太 ３年 蛭田 葵・杉 匠 ４年 赤塚 壮介
５年 佐藤 風眞・平戸 陸音 ６年 古川 怜樹・石井 壽太

○ひたちなか市児童・生徒科学研究作品展 発明工夫

４年 菊地 純平
○第66回全日本学生美術展覧会 特選

５年 人見 桜子
○令和４年度茨城県小中学校芸術祭小中学校美術展覧会 絵画の部

５年 人見 桜子
○令和４年度茨城県小中学校芸術祭小中学校美術展覧会 書写の部

３年 濱田 航平
○みんなの思いをつなげる募金箱プロジェクト 入選

３年 鴨志田 航汰
○ナイスハートふれあいフェスティバル2022（学校教育の部）美術展

１年 藤沢 拓登 ３年 鎌田 恭輔・黒澤 汰佑・小林 心愛
６年 阿部 海音・渡部 光

○ひたちなか市教育研究会主催読書感想文コンクール

１年 大山 莉瑚 ２年 原 緯吹 ３年 坪内 希弦
４年 峯岸 拓吾 ５年 清水 和奏 ６年 瓦 壮佑


