
令和５年２月 2８日(火) 

紀美野町立下神野小学校 

☎ 073-495-2019 

土日休日用 080 - 2511 - 8899 

『 卒業にむけて 』 

日差しの暖かさが感じられるようになってきました。プランターではチューリップがすくすくと茎を伸ばし、芝

生広場では緑色の芽が伸びてきました。春の訪れとともに、小学校では一番大切な行事『卒業式』を迎える季節

となります。今月末から３月の初旬にかけて、６年生との「お楽しみ会」を各学年が楽し

みに計画しています。６年生との残りの時間を大切にするとともに、卒業に向けての準

備をすることで、それぞれが一つ上の次のステージに上がる自覚を持っていきます。今

は「お別れの言葉」を考え、「よせがき」を書くなどしています。また、６年生は卒業する学

校のために、大清掃や花植えなどを考えてくれています。６年生は１０人で何でも協力することができる学年で、

全員でするなわとび「みんなで８の字とび」の新記録に挑戦し、見事 350 回を達成しました。和歌山県『きのくに

チャレンジランキング』の結果が楽しみです。 

児童会のリーダーも令和５年度前期児童会への引き継ぎの時期になります。令和４年度後期の児童会のみな

さん、今までありがとうございます。クリスマス集会などの全校集会の運営や普段の清掃活動、挨拶運動、ペット

ボトルリサイクル活動など継続して取り組んでくれました。次の児童会は５年生が中心となります。期待していま

す。そして新しく引き継ぐ４年生からたくさん立候補者が出ています。たくさん立候補者が出るということは、今

までの児童会のみなさんが学校のために活躍し、憧れの存在であるという証拠だ

と思います。「下神野小学校を明るく、みんな仲が良い、楽しい学校にしよう！」と

決意を新たにしてくれています。よろしくお願いします。 

今年度も残り少なくなってきました。保護者の皆様には引き続きご協力・ご支

援のほどよろしくお願いします。               学校長 広瀬 真三子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料（4 人分）  

 鶏もも肉      240g 

 しょうが     1 かけ 

 かたくり粉 適量 

 揚げ油 適量 

 タレ  

・こい口醤油 大さじ１弱 

・みりん    大さじ１弱 

・ごま         小さじ 1 

・砂糖        大さじ 1 

 

(1） 鶏もも肉はひと口大に切り、すりおろした しょうがを 

もみこんでおく。 

(2） タレの調味料を合わせ、加熱する。（電子レンジでも OK） 

(3） (1)に かたくり粉をまぶし１７０℃～１８０℃の油で揚げる。 

(4） 揚がったら、さっと油をきり、(２)のタレをからめる。 

 

カリッとした衣と、甘辛いタレでご飯が進みます！ 

給食でも大人気メニューの一つです！！ 

つくり方 

～給食レシピ紹介～ 

鶏肉のかりん揚げ 



～朝の作文から～ ６年生に伝えたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊その他にも、一緒に遊んでくれたこと、クラブや委員会で教えてくれたこと、たくさん話をしてく

れたこと、野球を教えてくれたこと、ダメなことはちゃんと怒ってくれたこと、いいことは誉めて

くれたことなどたくさんの「ありがとう」がありました。 

 

 

２月１０日新旧育友会評議員会が行われ、今年度のまとめと新年度役員等について協議が 

行われました。ご協議をいただき、ありがとうございました。下記に案を掲載します。 

   

   

 

 

 

 

 

 

来年度総会で正式決定します 

令和５年度 下神野小学校育友会役員(案)  敬称略 

会 長 芝滝 裕之 会 計 監 査 田中 亜紗那 ・ 西 一範 

副 会 長 森本 泰士 文 化 部 長 森本 泰士 

副 会 長 松尾 紗也佳 生活指導部長 松尾 紗也佳 

副 会 長 谷口 裕則 保健体育部長 谷口 裕則 

＊コミュニティスクール運営委員・・ 芝滝 裕之  

６年生にいっしょにあそんでもら

った。いっしょにおにごっこをし

てくれたよ。はしるのがとてもは

やかったよ。ありがとう。 

（１年生） 

いつもやさしくしてくれてありがと

うと言いたいです。そうじの時間

に、体いくかんのカギをあけてく

れたり、いろいろおしえてくれたり

します。６年生にこの気もちをつ

たえられたらうれしいです。 

（２年生） 

６年生はいつも優しくて、遊んでくれて楽しいです。ク

ラブで分からなかった時、優しく教えてくれました。毛

筆セットを忘れたとき、貸してくれました。クラブでシー

ルを作った時、くるみちゃんがくれました。千晴ちゃん

は毎日優しくしてくれます。たかや君は一緒に外で遊

んで楽しいです。しんちゃんはいっつも笑わせてくれま

す。たいちゃんはすごく走りが速くてすごいです。光君

は遊具のあつかい方が上手です。友里ちゃんは毎日

遊んでくれます。竜生君は毎日優しいです。なかべや

君は笑わせてくれます。こうし君はすごいおもしろいこ

とを考えて面白いです。        （４年生） 

６年生のおねえさんが、やすみじかんにあそんでくれてう

れしかったです。手をつないでくれたり、はなしかけてくれ

たりしてうれしかったです。         （３年生） 

ぼくは、６年生へありがとうと言いたいことは３つ

です。１つ目はプールそうじなどの共同してする

作業の時にしんけんにとりくんでいた所がいいな

あと思いました。２つ目は運動会です。みんな

が頑張ってダンスのふりつけや曲を決めると

か、応えん合戦の練習を昼きゅうけいにあつま

ってしてくれてありがとうって言いたいです。３つ

目は児童会のペットボトルキャップ作業や体育

館の放送やカギを持っていったりとか自分の休

けい時間をけずってでもみんなのためにしてい

たりするのを見てすごいと思いました。 

（ ５年生 ） 



３月（変更・追加の場合もあります） 

 １日（水）第 3 回漢字博士試験 14：10～14：30 はじめて受ける 1 年生は全員 15 級です。 

 16 日（木）卒業式前日準備 下校時刻が学年によって違いますのでご注意ください。 

 17 日（金）卒業式 受付 9：20～9：30 開式 10:00  

１～５年生１1:45 下校（バスも同時刻） 

 

 

 

 

 24 日（金）修了式 全学年 14：00 下校 

 31 日（金）離任式 いつもの時刻に登校 10:00 下校 

          スクールバス運行します。 

※春休み…3 月 27 日（月）～4 月 7 日（金）まで 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

2/26  2/27  ２/28 

ネットモラル学習 

１～６年生 

3/1★ 

集団登校 街頭指導 

３回漢字博士試験 

委員会活動 

2 3 

児童会選挙公示 

 

学サポ 

4  

5  6 7 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

 

(美里中卒業式) 

8 

集団下校 14:45 

 
 

9 

 

10 

選挙演説・選挙 

（昼：発表） 

学サポ 

11 

12 13 

卒業式予行  

14 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

15 

集団登校 

集団下校 14:45 

16★ 

卒業式前日準備 

下校時刻変更 

6 年   13：30 

1~3 年 15：00 

45 年  16：00 

17★ 

卒業式 

10:00 開式 

11:45 下校 

（給食なし） 

18  

19 20 

 

21 

春分の日 

22 23 

 

24★ 

修了式 

全学年 14 時下校 

25 

26 27 28 29 

 

30 31★ 

離任式 

全学年 10 時下校 

4/1 

17 日（金）卒業式の日程 

いつも通りに登校 

19：20～ 受付 

19：45～ 在校生入場 

19：50～ 保護者入場 

10：00～ 卒業生入場 開式 

11：00 頃 卒業生退場 閉式 

（卒業生とその保護者は 6 年生教室へ） 

令和 5 年度 始業式 4 月 10 日（月） 

・集団登校（いつもの時間に登校） 

・集団下校 15：00 （給食あり） 

令和 5 年度 入学式 4 月 11 日（火） 

・いつもの時間に登校してください。 

・全学年１１：３０下校です。（給食なし） 

今年度も新型コロナ対策のため、出席者を卒業生と 

その保護者、在校生、職員とさせていただきます。 

何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 



 2.1３～教育実習       2.14 新 1年生体験入学 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

2.17 伝統文化 5 年「和菓子作り体験」  2.24 卒業遠足 大阪方面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学大臣表彰を受けました！ 

美里中学校区学校運営協議会が総合防災訓練などの実績を認められ、令和４年度「コミュニテ

ィ･スクールと地域学校共同活動の一体化推進」に係る文部科学大臣表彰を受けました。２月３日

（金）文部科学省において、松本会長様が表彰状を授与されました。 

 

 

第３回 学校運営協議会 2/14（火） 19：00～ 
今年度最後の協議会が開催され、美里中学校と下神野小学校の今年度の学校

運営と次年度にむけての協議が行われました。その後、美里中学校区学校運営

協議会と野上中学校区学校運営協議会との合同会議が開催され、松本会長様よ

り文部科学大臣表彰のご報告と防災の取組内容の紹介がありました。 

合同会議では防災学習や今後の学校運営、新設中学校開校にむけてや、今問

題になっているスマホや SNS の使い方のマナー教育などについて安全面や人

権面などの視点も踏まえて幅広く協議が行われ、今後も互いの運営協議会が連

携して取り組んでいく大切さを確認しました。 

和歌山大学 3 年生の井原さんが、4 年生で

2 週間の教育実習を行いました。実習と、ホ

ームステイで、すっかり紀美野町を気に入

ってくれたようです(^^♪ 

来年度の新 1 年生が、体験入学に来てくれま

した。ちょっぴりお兄さん、お姉さん顔の今

の 1 年生が頼もしかったです。 

休憩の時には遊具広場で一緒に遊びました。 

思うような形にするのは大変そうでしたが、

その真剣なまなざしは、職人そのものでした。 

出来たものを「見て見て！」とうれしそうに見

せに来てくれました。 

あいにくの雨と渋滞もあったようですが、10

人と先生のたくさんの思い出ができたようで

す。下神野小で過ごすのもあとわずか、何もな

い日こそ、大切に大切に過ごしてくださいね。 


