
鹿嶋市立波野小学校 学校通信

平成30年2月13日(火) 第25号

児童数 346名 男167名 女179名

Eﾒｰﾙ:naminosho@kashima.ed.jp

【書写の部】

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

齋藤 えま 青塚 洸樹 太田 愛音 遠藤 絢音 半田 心愛 齋藤 美咲

新橋友里愛 岡田 弥妃 冨田 悠心 後藤 颯真 三澤 紫音 箕輪 真帆

髙野 凛胡 大川七菜子 大川芽依美 岡田 悠生 小田倉 佑 平須賀知尋

安森 裕菜 平野 萌愛 藤田 菜緒 椎木 優衣 冨田 邦元 森田 陽菜

大久保圭悟

加藤すみれ

【絵画の部】

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

川村 百花 小室 樹理 富上 真衣 郡 真吾 大川 陽依 小原 望愛

熊田 光希 西山 佑嘉 宮本 修造 早川 竜馬 野毛 昂太 廣澤壮一朗

宮本 粋 岩上 周平 戸田昂志郎 沼田 咲来 青塚 陽土 浅野 咲良

大川 紗綾 白井 健 松澤 優人 宮本 泰輝 内野寿希也 中谷 美晴

中村 茉南

三浦 歩花

【工作の部】

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

荒木 陽向 鈴木 冬芽 日向寺咲妃 内野 葉音 伊藤 圭達 中澤 大翔

植木蒼太郎 岩月 竜虎 槐 一翔 畑野 隼介 吉井みらい 飯塚 政斗

村田 悠月 堀田 悠 古渡 颯真 内野 杏菜 内野 友雅

山口 雪菜

●鹿嶋市児童生徒作品展

１月１５日（月）に本校校長室において，

海上保安庁署長様及び職員の方をお迎えし，

図画コンクール優秀賞の贈呈式が行われま

した。穂香さんの作品は子供らしく生き生

きとした作品です。私達にとって身近な海

が穂香さんの絵のようにすばらしい世界で

あってほしいと思います。

おめでとうございました。

すばらしい作品が多数入賞

しました。氏名のみ掲載させ

ていただきます。



【家庭科の部】

２年 鈴木 蒼甫 ４年 宮本 泰輝

５年 砂田 晴香 髙田きらり 石津あかり 大川 温稀 大西 将斗 金塚 若葉

６年 荒井 春樹 石津 美羽 江野澤波留 田代 夢嘉 原田 晃 藤代 奈生 吉沼 映人

川村 百花 齋藤 えま 熊田 光希 東峰 晴人 宮本 樹希

１年 神向寺利々 植木蒼太郎 榊原 颯大 大川 紗綾 大川 結愛

髙野 凛胡 宮本 粋

岩上 周平 岡田 弥妃 小室 樹理 飯田 莉子 西山 佑嘉

２年 北﨑 美波 白井 健 吉田美古都 浅田 隼弥 三浦 歩花

加藤すみれ 中村 茉南

秋葉 友貴 大川 紗季 富上 真衣 宮本 歩夢 宮本 修造

３年 渡辺 武尊 内野 日向 内山梨々花 黒澤隆太郎 戸田昂志郎

松澤 優人 山口 雪菜

畑野 隼介 早川 竜馬 郡 真吾 富上 雄介 小野 千雛

４年 大久保 誠 岩上 昂平 小原 萌愛 北﨑 愛望 栗山 颯生

沼田 咲来 宮本 泰輝

５年 市川 真光 大川 陽依 鈴木 愛佳 野毛 昂太 干塲 皇輝

青塚 陽土 内野寿希也 鈴木 優奈 冨田 邦元 塙 彩花

内野 一騎 小原 望愛 絹張 栞里 國井 奏碧 廣澤壮一朗

６年 若松 七海 浅野 咲良 内野 美姫 遠藤 幸輝 菊地 茉弥

中谷 美晴 平須賀知尋

上：男子

下：女子

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1真砂 大翔 1岩上 周平 1太田 愛音 1髙森 悠矢 1冨田 邦元 1額賀 啓太

2若林 和 2干塲 将虎 2馬場喬之介 2才賀 優樹 2飯塚 大輝 2宮本 翔大

3藤田 陽翔 3内田 慶 3秋葉 友貴 3角崎 竜翔 3赤上 直哉 3江野澤波留

4宮本 粋 4鈴木 冬芽 4清宮 祥太 4早川 竜馬 4伊藤 愛斗 4真砂 空翔

5大胡 泰雅 5青塚 洸樹 5安田 來音 5大金 仁翔 5宮内 翔太 5小林 竜輝

6熊田 光希 6大森 晴斗 6鮫島 一護 6小林 竜雅 6内野寿希也 6遠藤 幸輝

1名雪 杏菜 1石津かおり 1真砂 柚葉 1北﨑 愛望 1西村 麻佑 1大川 和流

2小野 琴桜 2北﨑 美波 2山口 雪菜 2小野 千雛 2塙 彩花 2池田すみれ

3齋藤 えま 3鈴木 実紗 3藤田 菜緒 3伊藤 環菜 3鈴木 愛佳 3田代 夢嘉

4遠藤 未夕 4東峰 樹莉 4野田 真歩 4岡田 蒼依 4吉井みらい 4冨田 結花

5田原 結叶 5中村 茉南 5干塲 紅音 5伊藤陽菜子 5半田 心愛 5國井 奏碧

6井郷 花 6林田 奏恵 6高須 優愛 6齋藤 華帆 6三澤 紫音 6箕輪 真帆

文責：栗原真紀

●波野っ子アートフェスティバル賞

●鹿嶋市食育に関するポスター ●茨城県小中学校芸術祭（絵画の部）

●鹿嶋市青少年育成市民会議ふれあい標語・絵画展

最優秀賞 ４年 宮本 泰輝 優秀 １年 森下 穂香

３年 田中 光

５年 檜山 心美

ほのぼの賞 ２年 青塚 洸樹 ６年 箕輪 真帆

奨励賞 １年 熊田 光希 ６年 森田 陽菜

佳 作 １年 遠藤 未夕 １年 池田 帆花 ２年 宗高 蒼真

●校内持久走大会入賞者（１～６位）




