
 

  学校だより  №８            令和４年１２月１日 

 し ら か た 
 「 かしこく ・ やさしく ・ たくましく 」 

白潟小マスコットキャラクター｢しらっぽん｣                 白子町立白潟小学校 

地域の方々に支えられています！ 
 

朝晩 、めっきりと冷え込みが激しくなりました。１２月になり、令和４年も残すところ、あ

とひと月となりました。年々、１年が過ぎるのが早いなと感じています。ニュースによると、

この冬は、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行の可能性が指摘されています。寒

さも厳しくなってきますが子どもたちは毎日元気に登校しています。 

さて、これまでの白潟小の教育活動は地域の方々とふれ合う活動がたくさんありました。総

合的な学習の時間を中心とした「玉ねぎ・サツマイモの栽培活動」「職場見学」、生活科の「学

区探検」「地域の歴史の学習」、体育科の「テニススクール」そして、なぎさ学習での「ウミ

ガメの学習」等です。これらの活動におきましては、地域の方々のたくさんのご協力とご支援

をいただき、子どもたちはたくさんの貴重な経験をすることができました。初めて知ったこと

・改めて知ったこと、初めてしたことなどは、これからの学習や体験活動に大いに生かすこと

ができると思います。先生以外の人たちの話を聴いたり、話をしたり、学習したことをまとめ

て、自分の言葉で発信したりする活動は、これからの時代を生き抜く子どもたちにとって求め

られている力の基盤となるものです。学校では、この力を「育て、鍛え、磨きを掛けていく」

ためにこれらの活動を大事にしていき、子どもたちに豊かな心を育てていきたいと考えていま

す。そのためにも地域の方々のお力をこれからもお借りすることになります。どうぞ今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

                     白潟小学校 大塚 猛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月の行事予定 

1日（木） 白子中学校職場体験～2日  ４名 

２日（金） ２年生校外学習（千葉市動物公園） 

３日（土） 土曜スクール 

５日（月） クラブ活動 教材費・給食費集金 

６日（火） 避難訓練（火災想定） 

フッ化物洗口 

７日（水） 業間体育 

８日（木） 情報モラル教育授業（５・６年生） 

      ３・４年生書き初め指導 

      ４年生校外学習（プラネタリウム） 

９日（金）  スクールカウンセラー来校 

       ５・６年生書き初め指導 

１２日（月） 白子カップ代替親善試合（予備日

２０日） 

              集団下校（白子カップ参加者以外 

       １４：４５） 

１３日（火） ロング昼休み フッ化物洗口 

１４日（水） 後期教育相談～１６日（希望制） 

集団下校（１２：４５） 

３年生校外学習（ビックハウス） 

１７日（土） 土曜スクール 

１９日（月） 集団下校（１４：４５） 

       大多喜高校職場体験 １名 

２０日（火） フッ化物洗口 

２１日（水） 業間体育 

       ３年生校外学習（北消防署） 

２３日（金） 冬休み前集会 

       集団下校（１４：４５） 

２４日（土） 冬季休業～1月９日まで 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、行事

を変更・中止にすることがあります。ご了承ください。 



 

 

 

 

 

                  

  

☆お知らせ☆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆おめでとう 

ございます☆ 

 
 

 

 

  

 

    

 

 

  

 

 

 

【ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト（ＮＥＣ グリーンロケッツ東葛公式戦観戦）の実施について】

※各試合ペア２５０組５００名 以下の二次元バーコードより、各自で申し込みをしてください。 

      

１月の行事予定 

１０日（火） 冬休み明け集会 交通指導～１２日 

集団下校（１４：４５） 

１１日（水） 校内席書会２・３校時 

      身体計測（１～３年生） 

１２日（木） 身体計測（４～６年生） 

１３日（金） 校内書き初め審査会 

       ちばっ子学びの未来デザインシート

実施（３～６年生） 

１４日（土） 土曜スクール 

 

 

１６日（月）  集団下校（１４：４５） 

１７日（火） ロング昼休み フッ化物洗口 

       避難訓練 

１８日（水） 業間体育 

２３日（月） 集団下校（１４：４５） 

２４日（火） フッ化物洗口 

２５日（水） 業間体育 

２７日（金） スクールカウンセラー来校 

２８日（土） 土曜スクール 

３０日（月）  集団下校（１４：４５） 

３１日（火）  フッ化物洗口 

 

 

JA 共済交通安全ポスターコンクール 

千葉県警察本部長賞 １年生 貝沼 美星 

長生郡市読書感想文コンクール 

入選 ６年生 細谷 大輔 

長生郡市読書感想文コンクール 

入選 ５年生 田邉 夏希 

長生郡市読書感想文コンクール 

入選 ４年生 細谷 彩心 

 

長生郡市読書感想文コンクール 

入選  3 年生 相内 翔生 

 

長生郡市読書感想文コンクール 

入選 ２年生 大多和 結海 

長生郡市読書感想文コンクール 

特選 6年生 今関 琉香 

長生郡市読書感想文コンクール 

特選 4年生 大多和 亜海 

入選 宗島 かんな 

長生郡市体操大会 跳び箱 

3 位 ４年生 小川 蓮  

長生郡市体操大会 跳び箱 

3位 ５年生 篁 京香 



 

  

☆ 長生郡市体操大会 ☆ 

                                  白潟小学校 初出場 

 床・跳び箱に出場しました。 

 練習時間が短い中、集中して 

 練習に取り組みました。 

 

☆ 1年生校外学習 「昭和の森」 どんぐりをたくさん拾いました。お弁当、おいしかったです！ 

 

 

 

 

 

☆ 1 から４年生なぎさの学習 ☆１・２年生は海岸の砂を使った造形遊びを楽しみました。３・４年

生はフォトフレームに飾る貝殻をたくさん集めました。 

 

 

 

 

☆ 全校サツマイモの苗植え☆               

来年の収穫が楽しみです！ 

 

 

 

 

 

☆ 3 年生 ウナギの放流 ☆ 

もっと、大きくなってね。 

☆ 長生郡市体操大会 ☆ 

白潟小学校 初出場 

床と跳び箱競技に出場しました。 

休み時間を使ったりしながら、短期集中で 

練習に取り組みました。 



☆ マラソン大会 ☆ 練習から大会まで頑張りました。 

1位 片岡 蓮空 緑川 明里 

2位 細谷 大空 御園 すず 

3位 高木 優真 今關 陽菜 

4位 鵜沢 永愛 緑川 琴音 

5位 齊藤 凪瑠 小髙 えま 

6位 森川 幸臣 野口 凪紗 

  

 

  

 

1位 河野 大地 齊藤 陽菜花 

2位 御園 海輝 片岡 萌奈 

3位 森川 幸嗣 齊藤 來々七 

4位 鵜澤 一織 緑川 もあ 

5位 石和田 春馬 三橋 小波 

6位 莊司 隆惺 田邉 愛海 

  

 

 

 

1位 小川 晴 河野 えみか 

2位 御園 翔 片岡 妃莉 

3位 中村 律貴 相内 結生 

4位 田邉 拓仁 齊藤 優結菜 

5位 河野 煌空 渡邉 心月 

6位 齊藤 煌日空 田邉 結菜 

 

 

 

 

☆ 敢闘賞 2年生☆ 休まず頑張って練習をした人数が一番多かった学級です。９６．３％でした。 

みんな最後まで目標に向かって走りました。すばらしい！！ 

1位 細谷 碧威 篠崎 未央莉 

2位 渡邉 陽詩 大多和 凛香 

3位 片岡 兵梧 關 瑛巴 

4位 髙栁 泉樹 枡田 りの 

5位 ドゥッサ ジェイドゥン 染谷 海夏 

6位 片岡 一吹 大多和 結海 

1位 田邉 元都 成田 珈怜 

2位 小川 蓮 篠崎 芹 

3位 渡邉 想真 細谷 彩心 

4位 緑川 響 ドゥッサ ショシャナ 

5位 染谷 心耀 染谷 友香 

6位 木島 悠太郎 小高 久琉珠 

1位 金田 歩積 森川 花奈 

2位 緑川 将行 御園 るな 

3位 山本 唯月 川北 苺花 

4位 長島 魁里 田邉 杏佳 

5位 細谷 理仁 小川 凜音 

6位 細谷 大輔 小髙 千夏 

２年生 

1 年生 

３年生 

４年生 

５年生 

６年生 


