
令和元年１２月３日

大滝小学校だより 第９号 校長 大橋 太

学校教育目標 「やりきる やりぬく やりとげる」を通じて

知・徳・体の調和のとれた児童の育成
～未来に羽ばたく力を持った大滝っ子をめざして～

『人権尊重のまち』町民のつどい 感動の主張発表でした
11月17日(日)に多賀町総合福祉保健センターふれあいの郷を会場にして

「第51回 多賀町青少年育成大会」「第26回『人権尊重のまち』町民のつどい」

が開催されました。この中での小・中学生の主張発表では、

６年生の棚池柚那さんが「未来に継承したいこと」と題して、

ふるさとへの思いを、大きな声でしっかりと発表をすること

ができました。参加している人たちは、柚那さんの真剣な

発表を聴きながら、大いに感動されていました。

２学期に様々な分野で入賞したみなさんをお知らせしていきま
す。（第１弾） (敬称略)

豊かな言の葉書道展
特選 (４年) 大道もも 谷口花歩

(５年）森 彩瑠
入選 (１年) 重森咲希 谷口玉樹 森野光華

(２年) 大道ネネ 白砂美結 棚池琉風
(３年) 川村彌嵩 大道優姫 北川愛結
(４年) 小山莉音
(５年) 石丸玲南 多林愛里菜
（６年）上池莉乃 喜多春日 藤内 翼

夏休み自由研究展
県展出品特別賞(３年) 川村彌嵩 滋賀県児童生徒科学研究発表会 最優秀賞

「ブロッコリースプラウトの育ち方３」

教育長賞(４年) 小林奈々世 ｢太陽熱温水きの研究｣

優良賞(１年) 谷口玉樹「はちのすのひみつ」

（１年）藤野幹人「えだまめがたべられるまで」

（２年）白砂美結「ひらいてみよう」

（２年）富永友晴「びょういんのこと」

（３年）大道泰城「カブト虫のけんきゅう」

（３年）大道優姫「いろいろな氷のけんきゅう」

(４年) 岸本唯里「多賀大社について ～万灯祭～」

(４年) 小山莉音「中山道ってなに？どこまで」

(４年) 谷口花歩「てんびんで重さをはかろう！」

(４年) 藤内勇太「ベンチづくり」

(５年) 藤野航平「乾電池の寿命」



(６年) 喜多春日「お米の重さを計る 自由研究」

皆出品賞(６年) 村田 蘭「花びらにも色はそまるのだろうか？」

(６年) 石田真人「企業研究 鍛造メーカーミヤジマについて」

佳作 (１年) 重森咲希「じんるいのしんかについて」

(３年) 石田ひかる「ミヤジマはどんな物を作っているの？」

(３年) 富永虹悠「深海魚とは？」

(５年) 石丸玲南「白い花をカラフルに変えよう！」

(５年) 教野実桜「水筒のふたの仕組み」

(６年) 石丸香南「お茶の味を比べよう！」

読書感想文コンクール
特選 （４年）大道 もも「その土地 その土地のあたりまえ」

入選 (１年）重森 咲希「まほうのほうせきばこをよんで」
（２年）石飛 陸翔「やまんば あかちゃん」

大道 ネネ「スタンリーとちいさな火せい人」

（５年）教野 実桜「どうくつをこねる糸川くんを読んで」

家族のきずな作文
入選 (６年) 石丸 香南「仲がいいおばあちゃんと私」

「やりきる やりぬく やりとげる」でがんばったマラソン大会
11月13日(水)の２限目から中休みにかけて、校内マラソン大会を実施しました。当日は晴れ

晴れとしたマラソン日和となりました。

距離は、1･2年生は1,200ｍ、3･4年生は2,000ｍ、5･6年生は2,500ｍと少し長めですが、本番

に向けて、中休みの「ランランマラソン」や、体育の時間を通じて路上練習を重ねてきたがん

ばりを、当日は、思いっきり発揮していました。

また会場の周辺は、たくさんの保護者の方や地域の方々の熱心な応援

大歓声をいただきました。子どもたちは､とても喜んでおりました。そし

て力いっぱいがんばれた自分のことを大好きになってくれ

たと思います。本当にありがとうございました。

3 火 1 年生・子ども園 5 歳児と交流
5 木 さんさん号

6 金 読書ボランティア 学びっこ

10 火 委員会活動

11 水 字別児童会

12 木 学びっこ ４年生子ども人権リーダー研修会

13 金 学びっこ

16 月 ６年生認知症サポート講座

17 火 クラブ活動

19 木 個別懇談会(１４：３０下校）

20 金 個別懇談会(１４：３０下校） 給食終了

23 月 第２学期終業式(１１：２０下校）

24 火 ～１／６ 冬季休業



参加者みんなで「大滝大好き」をかみしめました
11月23日(土)の大滝小まつりには、御多用の中にも関わらず、お家の方だけで

なく地域の方々もたくさん御来校いただき本当にありがとうございました。「全学

年の交流を深め楽しい１日にする」「地域との交流を深める」ことを目標にして、

１学期から授業を通じて積み上げてきた成果を、「やりきる やりぬく やりとげ

る」を合言葉にして取り組みました。

低学年の子どもたちは、授業の中で季節の木の実や身の回りにある様々なもの

と、自分たちの知恵を生かしてとてもすてきなコーナーとして、１年生「あきの

たのしいおみせやさん」や２年生「たのしいうごくおもちゃやさん」を開いて発

表を行いました。

中学年は、３年生が地域探検で学んだ大滝のいいところみつけを展示やカルタ

にしてみんなで取り組んだり、４年生は、授業ややまのこ学習で学んだことをす

ごろくなどで発表したりしました。

５年生は授業やフローティングスクールで学んだ琵琶湖の「ええやん」をクイ

ズや実験などを通じて発表しました。

また、６年生は、フィールドワークでの地域の人や大滝に残る行事やものとの

出会いを通じて、大滝の人々の思いや願いに感動し、誇りに思うことができたこ

とをステージや展示コーナーでゲームにして発表すると共に、未来に残す歌をつ

くり、発表してくれました。

大滝への深い思いを、子どもたちとともにみなさんも一緒にかみしめられたの

ではないでしょうか。



県教育美術展

郡入選

（１年）城貝 恭太郎
（２年）大道 ネネ

（３年）富永 虹悠

（４年）谷口 花歩
（５年）藤野 航平
（６年）藤内 翼

県入選

（１年）大橋 海音

（２年）白砂 美結

（３年）大道 洋星

（４年）上池 吏穏

（５年）村上 乃愛

（６年）棚池 柚那

県書教育作品展

硬筆の部
（１年）谷口 玉樹
（５年）藤野 幹人
（２年）石飛 陸翔
（２年）富永 友晴
（３年）田畑 美玲
（５年）村上 乃愛

毛筆の部
（３年）大道 泰城
（４年）大橋 虎雅
（４年）奥野 成映
（６年）木下 優希

郡展
11月16日(土)～18日(月)(18日は午前中のみ)に甲良中学校で開催されました郡展では、書道、

絵画、工作など授業での学習の成果が展示されました。たくさんのみなさま方の御鑑賞ありが

とうございました。(敬称略)

平面

優秀賞



（１年）大道 もも
（１年）城貝ゆめ乃

入選
（１年）川村 高嶺
（１年）重森 咲希
（２年）石飛 陸翔
（２年）大道 ネネ
（３年）大道 優姫
（３年）大橋 琉斗
（４年）樋栄 春聖
（５年）石丸 玲南
（６年）棚池 柚那
（６年）村田 蘭

立体

入選

（１年）大久保 龍羽
（５年）藤野 幹人
（２年）富永 友晴
（３年）川村 彌嵩
（４年）佐野 姫詩
（４年）小林 奈々世
（５年）森 彩瑠
（６年）石田 真人

優秀賞

（３年）石田 ひかる
（５年）村上 怜乃
（６年）石丸 香南

書写

最優秀賞

（５年）藤野 航平
（４年）藤内 勇太

優秀賞

（１年）森野 光華
（３年）北川 愛結

入選

（１年）小山 珀虎
（２年）白砂 美結
（２年）棚池 琉風



（３年）田畑 美玲
（４年）小山 莉音
（５年）多林愛里菜
（６年）喜多 春日
（６年）藤内 翼


