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２学期終業式にあたって

校長 福司 登志子

一年で最も長い２学期が終わります。今学期も、保護者の皆様の御理解と御協力を得て、

無事終業式を迎えられたことに感謝申し上げます。

さて、２学期を振り返ってみますと、学習で、行事で、地域で子どもたちのがんばりが

たくさん見られた日々でした。

学習面では、本校にいらした方々から、子どもたちのがんばりをたくさん誉めていただ

きました。発言をつないでいく姿から自分たちで課題を解決しようという意気込みが感じ

られたとか、互いにしっかりと意見を聞き合う姿がすばらしいという言葉をいただきまし

た。

行事では、学習発表会や成章フェアなど子どもたち自らの言葉で地域のよさを伝える機

会が多くありました。地域の歴史や文化に触れたり、ふだんお世話になっている方々と交

流をしたり、一緒に作業をしたりする中で、子どもたちは地域の温かさを実感しています。

それが、自信をもって地域を PR する行動につながっていったのだと思います。福祉施設
に花やお米を贈り利用者の方々と触れ合ったり、ソーランを披露したりした回数も昨年度

より増え、多くの方に喜んでいただきました。

校内では、成章タイムのマラソンや読書運動などで、一人一人が自分の目標に向かって

努力しましたし、対外的な面でも、各種コンクールや理科・社会科研究発表会、発明くふ

う展など多くの子どもたちの活躍が光りました。今年度の合言葉は「チャレンジ！」です

が、何か大きなことを成し遂げるチャレンジだけでなく、自分なりの目標に向かってこつ

こつと努力を積み重ねることも大事なチャ

レンジではないかと思います。小学校生活

最後の冬休みとなる６年生が書いた振り返

りには「苦手な学習や難しい国語の文章問

題に挑戦した」「係や委員会の仕事を自分

から進んで積極的にがんばった」「毎日す

れちがう地域の人に笑顔で進んであいさつ

した」「たっぷり読書運動で８００ページ

以上達成した」など、多方面でのがんばり

が書かれていました。まさに、充実した２

学期であったと思います。

明日から、冬休みです。事故のない有意

義な休みとなることを願っています。保護

者の皆様、地域の皆様、どうぞよいお年を

お迎えください。

学校教育目標
主体的に学び，挑戦する子ども
～かしこく やさしく たくましく～
※合言葉は「チャレンジ！」
１ 課題意識をもち，主体的に学ぶ子（知）
２ 礼儀正しく，思いやりのある子 （徳）
３ たくましく，ねばり強い子 （体）

1月の行事予定
１２月２６日～１月１４日冬季休業日

１２月２６日（水）子どもサミット会議

※５年生２名参加

２９日～１月３日年末年始休業

※学校は閉まっています

１４日（月）成人の日

１５日（火）３学期始業式

１６日（水）学校保健委員会18:00（本校）

１７日（木）風の子テスト（漢字）

２１日（月）クラブ

２４日（木）～２５日 集金日

２５日（金）風の子テスト（計算）

２８日（月）委員会

２月 ４日（月）スキー教室（４・６年）

５日（火）スキー教室（３・５年）

※両日とも水晶山スキー場

※予定ですので，変更になる場合があります。

★「学校教育に関するアンケート」「体罰

に係る調査」へのご協力ありがとうご

ざいました。

頂戴したご意見等は，今後の指導の参

考にいたします。

成章だより



秋田県児童生徒美術展地区審査
入賞 ２年 渡邊愛莉 ４年 野口希歩 畠山夕愛乃 ５年 石井莉羽

※地区で入賞した上記４名の作品は，県の美術展に出品・展示されます。

１月１０日（木）～１３日（日）

秋田市文化会館展示ホール１０：００～１７：００

佳作 １年 奈良彩加 曲田優心 ２年 佐藤輝生 ３年 前田晃生 畠山菜央

５年 髙橋輩実 ６年 田村大和 伊澤幸花

「北の造形」素描コンクール
特選 ５年 芳賀 司

入選 １年 菅原鳶瑠 曲田優心 ２年 芳賀一磨 花田優明人 ４年 野口希歩

５年 菅原龍基 髙橋輩実

大館北秋田児童生徒作文・詩コンクール
詩の部 入 選 １年 奈良 歩

佳 作 ４年 奈良海緑 ６年 藤島咲良

手紙文 準入選 ２年 芳賀一磨

報告文 入 選 ３年 本間晴陽

準入選 ３年 畠山菜央 三浦結花

生活文 特 選 ２年 畠山樹乃

準入選 ３年 佐々木茜

佳 作 １年 曲田優心

読書感想文コンクール秋田地方審査 優良賞 ２年 松中悠希

大館北秋田児童生徒書写展
硬筆の部 入賞 １年 田村優空 畠山璃久 鈴木 葵 奈良彩加 曲田優心

２年 佐藤輝生 菅原獅道 髙橋優太 芳賀一磨 花田優明人

松中悠希 山下大介 黒田美緒 田村 舞 畠山桜空

畠山樹乃 藤島月香 松原もあ 渡邊愛莉

半紙の部 金賞 ３年 畠山菜央 髙橋めぐる ５年 千葉実来 佐々木紫

６年 伊澤幸花

銀賞 ３年 本間晴陽 佐々木茜

４年 佐藤陽斗 畠山諒平 秋元結愛 野口希歩 畠山夕愛乃

５年 髙橋輩実 松中晴希 奈良歩実 渡邊愛海

６年 奈良啓吾

銅賞 ３年 千葉 凪 前田晃生 佐々木心希 畠山ほのみ

４年 花田成獅

５年 菅原龍基 菅原 麟 芳賀 司 畠山拓巳 石井莉羽

松原もえ 三浦詩織

６年 木次谷海斗 嘉瀬陽香里 工藤碧海 藤島咲良

条幅の部 銅賞 ３年 髙橋めぐる ５年 髙橋輩実

第３７回全国児童画コンクール
優秀賞 ３年 三浦結花 入選 ２年 伊澤天悠

成章っ子のがんばり

ɪ౼୴ἩὀἝଔԅᦀՠἿἛἾἝἕ
期間は・・・１月２９日まで

①書き損じはがき
②古い未使用のはがき

地域の皆様でも結構です。
※近所の小学生に持たせてくださっても結構です。

※成章小学校 教頭三澤まで 今年も ご協力よろしくお願いします。



平成３０年度 学習発表会バザー会計報告（PTA文化部）

収入総額 １８０，９７０円

支出総額 １３２，４１５円

差し引き残額 ４８，５５５円

＜収入の内訳＞

①軽食コーナー食券等売り上げ

（含：軽食・飲み物・飴すくい・くじ引き 前売り及び当日売り）

１６８，７００円

②バザー売り上げ

１２，２７０円 ①＋②＝１８０，９７０円

＜支出の内訳＞

③８９，２８６円（軽食品物代 ２社への支払い合計）

④２１，４２５円（ジュース等飲み物）

⑤１２，９２８円（くじ引き）

⑥ ８，７７６円（飴すくい） ③＋④＋⑤＋⑥＝１３２，４１５円

○ 差し引き残額 ４８，５５５円を学校バザー会計へ繰り入れました。

○ 教育活動の補助及びボランティア活動の補助に使わせていただきます。

○ PTA 会員の皆様，ご協力ありがとうございました。

５・６年生とスクールバンド部が労災病院を訪

問しました。コンサートでは最初にスクールバンド

部が｢なぞのたからばこ｣を演奏。５年生が合奏｢キ

リマンジャロ｣と歌｢こげよマイケル｣を，６年生が

ダンス｢ YMCA ｣と合奏｢オールウェイズ｣。そして
全員でクリスマスソング｢ジングルベル｣｢赤鼻のト

ナカイ｣を元気いっぱいに合唱しました。また，会

場の皆さんと一緒に「ふるさと」を歌いました。最

後に「成章ソーラン」を踊り，病院の方々から笑顔

いっぱいの拍手をたくさんいただきました。

【全員でクリスマスソングを合唱】

１２／１４ クリスマスコンサート
in 労災病院

12/11 ブラックシアター

読み聞かせの最終日，４名の皆さんが読

み聞かせ｢ぶんぶくちゃがま｣と手作りの人

形劇｢おおきなかぶ｣を演じてくださいまし

た。全校の子どもたちは，色鮮やかに動く

登場人物に見入り感動していました。４月

から９か月間毎週行われた楽しい読み聞か

せにより，子どもたちの読書に対する意識

を高めていただいたことに感謝申し上げま

す。

★４名の読み聞かせボランティアの皆さん

鈴木真由美さん 本間敬悦さん

菅原美幸さん 畠山めぐみさん

１年間ありがとうございました

事故のない冬休みをお過ごしください
子どもたちには「楽しい冬休み」を配付し，冬休みの生活について気を付けるべきことを

話しています。ご家庭でも，交通事故や雪遊びによる事故，不審者への対応，金銭のトラブ

ル，火気の取り扱いなどには十分気を付けて過ごすよう子どもたちにお話しください。



１２月の児童の様子アンサンブルコンテスト大館大会

がんばりました
２４日，スクールバンド部のみなさんがアンサ

ンブルコンテスト大館大会に出場しました。

フェスティバル部門出場「カントリーロード」

秋元結愛 野口希歩 三浦結花

コンテスト部門出場「なぞのたからばこ」

三浦詩織 石井莉羽 畠山優奈 渡邊愛海

コンテスト部

門は銀賞でし

た。いい音色

が会場に響き

ました。

12/11 防犯教室

12/13 ３年研究授業（音楽）

12/20 風の子集会

赤い羽根共同募金へのご協力

ありがとうございました
２１日，全校児童を代表して運営委員会

の代表３名が，社会福祉協議会の方へ集ま

った募金をお渡ししました。この度の募金

にご協力いただいた皆さんに感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。


