
表彰 

交通安全ポスターコンクール 

多治見警察署長賞 5年 坂井 充樹さん 

入選 5年 三浦 紗妃さん 岩下 綾夏さん  

2年 加藤 美澪さん  

多治見市美術展 公募展 

絵画の部 優秀賞 ５年 中野 結衣さん 

奨励賞 ５年 秋田 雄真さん  三浦 紗妃さん 

入選  ５年 大江 莉奈さん  梶浦 魁人さん 

書の部  優秀賞 ５年 岡崎 玲羽さん  加藤 美紅さん 

奨励賞 5年 岩井 花蓮さん 富田 有葵さん 廣井 心優さん

     入選 5年 伊藤 ひまりさん 岩下 綾夏さん 大江 莉奈さん

    大口 潤穏さん 大塩 鳳真さん 梶浦 魁人さん 加藤 桃香さん

    北島 千裕さん 坂井 充樹さん 篠原 汐夏さん 杉本 咲菜さん

    鈴木 朝日さん 鈴木明日香さん 竹内 万葉さん 土田 杏奈さん 

成田 健人さん 西 隆仁さん  松浦 由奈さん 水谷 恭輔さん

    渡辺 唯翔さん 

多治見市美術展 学校展 

絵画の部 優秀賞：1年 こやまうたさん たいらりおんさん やざわるいさん

      いなばゆうしさん うかいりゅうせいさん まつおももかさん 

      いぐちゆうきさん 

2年 かりやたくみさん たきもとあきらさん 三木 あんじゅさん

       ゆあさたくみさん 

3年 岸本 栞奈さん 柴田 理桜さん 高橋 百華さん   

4年 岩下 蒼依さん  富澤 綾音さん 松尾 昊太郎さん   

       長谷川 聖樹さん 

5年 岩井 花蓮さん  坂井 充樹さん  水谷 恭輔さん   

       大西 祐里さん 

6年 岩下 隼也さん 小嶋 砂羽さん 成瀬 美穂さん 

書の部：1年 うたむらまいさん おおしおはくまさん やすいこうせいさん

    こばやしみちかさん  つついかのさん  にしもとみうさん 

2年 さとうなな子さん とみさわかなえさん 山田ひまりさん  

3年 石黒 心菜さん  宇多村 芽衣さん 小栗 セラさん 

4年 佐藤 慎哉さん  熊谷 奏南さん  武田 優希さん 

5年 梶浦 魁人さん  加藤 美紅さん  岡崎 玲羽さん 

6年 大竹 華永さん  野澤 莉子さん  野上 遥弥さん 

   吉田 青叶さん  髙井 彩音さん 

 

日 曜 ２月行事予定 PTA 

１ 

 

１ 

金 市教研 4時間授業  

２ 

 

３ 

土   

３ 日   

４ 月 なかまアンケート アルミ缶回収 

  

 

５ 火 委員会 新1年生入学説明会 SSW  

６ 水 6年セレクト給食 
本部運

営 

７ 木 大縄記録会     校内土と版画展  

８ 金 
ALT 大縄記録会予備日 
 

 

９ 土   

本部
運営 

 

 

10 日   

11 月 建国記念の日 ●   

12 火 
クラブ アルミ缶回収  
SSW 

 

13 水 音楽集会   

14 木 図書司書 
ベルマ

ーク 

15 金 
授業参観・懇談会 ALT 

 

16 土 第3回まち作り市民会議（脇之島公民館）  

17 日 環境フェア（5年生発表）  

18 月 
英語活動５・6年 アルミ缶回収 教育相談週間 

 

19 火 委員会 SSW  

20 水 読み語り（最終）  
 

21 木  ルート

長 

22 金   

23 土    

24 日   

25 月 

 

2月漢字検定 アルミ缶回収 
  

26 火 クラブ（3年見学） SSW SC午前  

27 水 音楽集会 なかよし遊び  

28 木 図書司書 地区集会 
新旧引

き継ぎ 

    

学習費等の引き落とし日のご確認を 

 １月１０日（木）に１月分の学習費と給食費の引き落としがありま

す。 保護者の皆様に引き落とし期日のご確認をお願いいたします。 

SSW：スクール ソーシャルワーカー(長江) 

SC：スクールカウンセラー（森久） 

 

学校評価アンケート ご協力ありがとうございました。 

 お忙しい中、本校の教育活動にご協力いただきありがとうござ

いました。特に、貴重なご意見については、精読させていただき

ました。今後、児童・保護者・職員のアンケート調査を基に検討

を重ね、結果と共に次年度の方向等を提案させていただきます。 

校内書き初め展のご案内 

日時：1月16日～18日 ９：００～１６：３０ 

場所：各教室廊下  入り口：体育館横 


