
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

子ども達は、冬休みへのカウントダウンが始まっている

ようです。元気が余りすぎて追いかけっこや校舎内を走る

などして友達同士の鉢合わせ等で青傷が絶えない日々が

続いています。校舎内は右側通行です。安全に気をつけて

歩行しましょう！ 

楽しいクリスマス・お正月を前に冬休みの過ごし方など各

ご家庭でも下記のとおりご指導をお願いします。 

〇３密をさけ、コロナ感染に充分に気をつける。 

○外遊びの際は、車等に十分気をつける。 

○外出は、保護者や大人と一緒に出かける。 

○交通ルールを守る。 

○生活リズムを崩さない。 

○寒さに負けない身体づくりに努める。 

○暴飲暴食がないようにする。 

○家庭の手伝いをする。 

○知らない人にはついて行かない。 

○スマートフォンなどマナーとルールを厳守する。 

○３学期に備えて、予習や復習、課題、読書等に取り組む

ようにしよう。 

※子ども達の安心・安全にご協力をお願いします。 

２０２２年寅年、良いお正月をお迎えください。 

 

１２月３日（金）ボランティア委員会を中心に取り組んでき

た募金活動・ドラえもん募金の結果、児童朝会にて２１，１００

円を南城市社会福祉協議会へ、１０，０００円をユニセフへ募

金を贈呈しました。 

子ども達一人一人が、お小遣いやお菓子を買ったつもり

で少しずつ募金に取り組んできました。困っている方々へ

少しでも役に立てるようにとの知念小学校の思いやりがと

ても感じられる贈呈式でした。保護者のみなさん、ご協力

下さりありがとうございました。 
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今学期もみんなでがんばったよー！ 
       名  前 大会名等    成 績 

１ 志喜屋 もも、 具志堅 塁 島尻地区科学作品展 金 賞 

２ 黒澤 峯海子     〃 銀 賞 

３ 富山 青葉、 日向 ことり、 串間 咲幸、 

親川 瑠愛里、 新崎 風居 

    〃 銅 賞 

 

 

４ 

羽鳥 義人、 伊集 広翔、 岩井 彩笑、 金城 玲空、 玉那覇 絢華、 

吉田 蓮、 安里 真依、 亀谷 珊、 金城 安音夢、 城間 夕空、 

富山 ことり、 宮城 結都、 伊集 菱花、 宇根 莉珠亜、 大城 海悟、 

親川 太星、 吉田 紗和乃、 具志堅 塁、 仲里 豊吾、 前城 星華、 

宮城 裕斗、 富盛 海夢、 運天 愛来、 岩井 優歌、 富山 花、  

大城 巴菜、 新屋 瑠々、 渡名喜 遥斗、 関村 蓮斗、 奥間 知世 

 

 

佳作賞 

５ 志喜屋 もも、 具志堅 塁 沖縄県科学作品展 優秀賞 

６ 城間 千空 新報児童オリンピック 女子８００ｍ ２位 

７ 親川 瑠愛里 新報児童オリンピック 女子８００ｍ ３位 

８ 女子バレー部 島尻地区秋季大会 Bブロック ３位 

９ 谷 琉雅 知念地区陸上 男子６０ｍH １位 

10 外間 大愛 知念地区陸上 ジャベリック投げ１位 

11 親川 瑠愛里 知念地区陸上 女子６０ｍH １位 

12 新垣 凛空 知念地区陸上 男子６０ｍH ２位 

13 糸数 圭衣 知念地区陸上 男子１０００ｍ ２位 

14 屋比久 来寿 知念地区陸上 男子走り高跳び２位 

15 城間 千空 知念地区陸上 女子８００ｍ ２位 

16 与那嶺 瑠璃亜 知念地区陸上 女子走り幅跳び２位 

17 大城 巴菜 知念地区陸上 女子走り高跳び２位 

18 山内 日陽 知念地区陸上 女子走り高跳び２位 

19 宮田 真帆 全琉小中高校図画作

文書道コンクール 

作文の部 優秀賞 

20 山内 斗陽、 仲宗根 匠海 作文の部 優良賞 

21 新垣 結乃香 〃 作文の部 佳作賞 

22 金城 莉珠 〃 書道の部 優秀賞 

23 しまだ えな、 大田 美優、 兼本 悠清、 島田 泰健、 親川 太星、 

西尾 創志、 兼本 妃央菜、 島袋 椛暖、 奥間 知世 

書道の部 佳作賞 

24 親川 栄汰、 宮田 真帆、 運天 結菜、 日向 ことり、 志喜屋 もも 図画の部 佳作賞 

25 知念イーグルス 南部 Aブロック秋季大会 A クラス 準優勝 A クラス 準優勝 

26 志喜屋 もも、 具志堅 塁 沖縄県善行賞 善行賞 

27 大田 美優、 谷 琉雅、 親川 愛生、  

外間 文理、 照喜名 朝日、 大山 琉聖 

南部地区読書感想文・感

想画コンクール 

優秀賞 

28 新垣 結乃香、 山内 日陽、 浦崎 結愛 優良賞 

29 大城 巴菜、 親川 瑠愛理、 城間 夕空、 

仲村 瑠愛 

    〃 佳作賞 

30 照喜名 朝日(5年)、 新垣 結乃香 地区童話お話大会 学校代表 
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