
 

 
 

授業参観・教育講演会ありがとうございました！ 

１１月２４日（木）は，授業参観・ＰＴＡ教育講演会に多数ご参加くださり，ありがとうございまし

た。 

６年生の体育科の授業では，広島東洋カープの廣瀬 純コーチにティーボールの指導をしていただ

きました。子供たちは，廣瀬コーチにバッティングのコツをていねいに教えてもらい，とても嬉しそう

でした。 

ＰＴＡ教育講演会では，廣瀬コーチと奥様の廣瀬 桃子さんに，コミュニケーションのあり方，食育，

子育てについてなど，さまざまなお話を聞かせていただきました。 

 プロの世界はとても厳しい世界なので，つらいことのほうが多かったそうですが，お二人が話し合う

ときは，必ず「前向きにプラスになることを話し合う」ようにしたそうです。 

 これは家庭内の会話に限らず，私達教職員も，子供たちと話し合うときに大切にしたいことの一つで

す。 

また，親として子供と話し合うときも，この視点をもち，「これからどうするのか」という方向性を

見い出しながら話し合うことが大事だと思います。 

 さらに，お二人は，子供たちや保護者の質問に，次のように答えてくださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お二人のお話を聞かせていただくなかで，どのような関係に 

おいても（大人と子供，大人と大人，子供と子供・・・）やは 

り，しっかりコミュニケーションをとっていくこと，常に前を 

向いて話し合っていくことの大切さを深く感じることができま 

した。とても有意義な時間となりました。 

 文化教養部の役員の皆様，いろいろご準備をいただき，あり 

がとうございました。 

～頑張った持久走大会～ 
 １２月２日（金）は，校内持久走大会が行われました。 

どの学年も，本当に一生懸命頑張る子供たちの姿が見られました。たとえこの日，自分のベストタイム

を出せなくても，それまで目標をもって努力をしてきたことに，子供たちは大きな満足感を感じていま

した。 

持久力は，なかなか一朝一夕には高めることはできません。また， 

３分間走や普段のランニングなどを通して，日頃から「走ること・ 

運動すること」に親しんでいってほしいと思います。 

 保護者の皆様，お忙しい中たくさんご来校くださり，温かい応援を 

ありがとうございました。 
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「忘れ物 ゼロで準備を整えて 自分の考え ことばとノートで」「胸張って 明るい声で 返事は はいっ！ 優しい言葉で 心伝えよう」「走って 食べて 早寝して みんなそろって 元気に登校」  

【１年生】 

１位 湯浅 晴奈  中谷 寛大朗           

２位 松永 美麗  永村 一樹 

３位 若林 綺愛那 竹本 謙伸 

４位 仁木 遥音  杉本 健 

５位 仁木 綾音  浦川 蒼 

６位 村元 想朱羅 井上 透里 

【２年生】 

１位 山本 結華  川本 一音生 

２位 出口 彩夏  後 瑛良 

３位  陽莉   仲谷 郁人 

４位 楠部 芹華  西村 朱善 

５位 新宮 彩葉  寺口 稜生 

６位 奥 鈴華   吉田 悠馬 

【３年生】 

１位 小林 佑蒼  石坂 禪 

２位 山佐 一椛  式根 喜一 

３位 大隣 澪央  宇根 拓海 

４位 東谷 あき  橋本 琥太朗 

５位 竹内 結莉亜 奥 幸大 

６位 中村 心春  久木 宏祐 

【４年生】 

１位 竹内 綸香  宮地 奏輔 

２位 三宅 楓果   琥太朗 

３位 湯浅 莉桜  宇根 海里 

４位 中向 稀妃  寺口 圭祐 

５位 杉本 萌結  玉井 海翔 

６位 河部 里紗  窪田 龍一 

【５年生】 

１位 中島 花   髙先 颯太 

２位 石坂 桜瀬  東谷 政男 

３位 立石 羽花  中福 琥太郎 

４位 伊藤 愛紗  八木 彰久 

５位 中家 春花  川村 幸央 

６位 中下 莉実  濵田 司龍 

 

【６年生】 

１位 宇根 美波  小林 主旺 

２位 樫野 凛和  石田 成輝 

３位 平岡 真奈   甲  士温 

４位 濱﨑 柑奈  中福 春太 

５位 石﨑 絢奈  後 晃太 

６位 田口 はるか 三貝 理人 

江小だより 

Ｑ．やめたいと思ったことはありますか？（児童） 

Ａ．５年目まで，なかなか活躍できなくて悩んでいたとき，桃子さんから「しんどかったらやめて

いいよ。」と言われた。その一言で，逆に覚悟が決まり，それまでのプライド（大学野球３冠王）

を捨てて，バッティングや練習方法のすべてを０（ゼロ）にして見直すことで，結果が残せた。 

Ｑ．子供の叱り方は，どのようにすればよいですか？（保護者） 

Ａ．（廣瀬コーチ） 

  相手を尊重することが大事。自分も若い人に指導するときは，一方通行にならないようにし

ている。常に対話をしながら。「こういうやり方もあるよ。」というように・・・。 

  （桃子さん） 

  その人（子）の行動について，決めつけをしない。何らかの理由があると考えて，子供の目線

で話をすることが大切。 

～第１７回江田島市美術展～ 
  絵画の部  議長賞  ２年 山根 珠英 

        金賞   ２年 米満 勇人  ５年 小佐田 真愛   

        銀賞   １年 徳永 一叶  １年 松﨑 桜風   ２年 利川 澪奈 

             ３年 奥 幸大   ３年 中福 百花   ３年 西浦 紗絢 

             ４年 山本 陽太  ４年 宇根 海里   ４年 江川 一樺  

             ５年 新本 愛華  ５年 三上 陽菜佳  ６年 金築 志帆菜  

 

  書の部   議長賞  ５年 片山 凜香 

教育長賞 ６年 德永 慶  

        金賞   ６年 甲  士温 

        銀賞   ３年 中福 百花  ３年 小林 佑蒼   ３年 橋本 琥太朗 

             ４年 竹内 綸香  ５年 立石 羽花   ６年 新田 沙織 

             ６年 三貝 理人 


