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よい姿勢で学ぶ習慣づくりは、小学校段階において重要なことの一つで

す。本校では、よい姿勢を保持することで、子どもたちの学習への構えが受

け身の学びから意欲的な学びへ変わるという「立腰」の理論に着目し、今

年度特に力を入れて取り組んでいます。 グー 机とおなかの間を握り拳一

つ分空けて、ピタ 床に足をしっかりつけて、ピン 背もたれに寄りかからず背

筋を伸ばす。この３つの合い言葉を大事にして頑張ってます。

りつよう

秋も深まり、学校では子ども達が落ち着いた雰囲気の中で学習に取り組んでいます。

さて、１０月２０日（土）予定の学習発表会が近づいてきました。当日は、ぜひ多くの皆さまに

子ども 達の堂々とした発表の姿を見ていただき、励ましの拍手をいただければありがたく存じ

ます。

すでにご案内の文書をお届けしておりますので、詳しくはそちらをご

覧ください。当日のおおまなかな日程は、以下のとおりです。

当日のおおよその日程
開場…８時３０分 体育館玄関よりお入りください。（スリッパをご持参ください。）

開会行事 ８：５０～９：００

【第１部】 地域文化発表会 ９：００～９：３０

◇八乙女の舞 ◇子獅子舞

【第２部】 各学年発表 ９：４０～１２：２０

２年 音楽 「友だちのわをひろげよう！」

４年 劇 「リサイクルランド」

１年 音楽劇 「大きなかぶ」

休 憩

５年 音楽 「和から洋へ ～そして世界は一つ～」

３年 表現 「ようこそ、あらと遊園地へ！ ～白鷹って、いいな～」

６年 劇 「星の王子さま」

閉会行事 １２：２０～１２：３０

次の２点についてご理解とご協力をお願いします。

（１）開始時刻は目安ですので、前後することが予想されます。早めにご来場ください。

（２）鑑賞中の私語はお控え願います。児童にとっても鑑賞マナーを学ぶ学習の場ですので、ご

理解とご協力をお願いいたします。



校内長距離走大会入賞者一覧 【敬称略】

【１年男子 ６００ｍ走】 【１年女子 ６００ｍ走】

第１位 石田 善一 ２’２３”２ 第１位 齋藤 和 ２’２４”３ 新記録

第２位 青木 琉翔 ２’３１”６ 第２位 阿部心々寧 ２’４１”０

第３位 鈴木 武尊 ２’３２”８ 第３位 佐久間華恋 ２’４１”２

第４位 髙橋 雅弥 ２’３７”０ 第４位 稲葉 仁和 ２’４１”４

【２年男子 ６００ｍ走】 【２年女子 ６００ｍ走】

第１位 原田 哲慎 ２’２２”５ 第１位 小川 聖稀 ２’３４”７

第２位 須藤 晄雅 ２’２４”１ 第２位 土屋 杏珠 ２’３７”８

第３位 梅津 瑠鋳 ２’２５”５ 第３位 佐々木紅美華 ２’４４”０

第４位 竹田 圭吾 ２’３０”９

第５位 今 啓一郎 ２’３３”３

第６位 橋本 奏優 ２’３５”３

第７位 大山 晴輝 ２’３６”７

【３年男子 １０００ｍ走】 【３年女子 ８００ｍ走】

第１位 佐藤一歩輝 ３’５１”２ 第１位 志鎌はづき ３’０６”１

第２位 佐藤 銀河 ３’５３”４ 第２位 鈴木 佑佳 ３’０６”５

第３位 新野 暖空 ３’５９”７ 第３位 鈴木 日佳 ３’０７”０

第４位 茂木 泰樹 ４’０３”８ 第４位 阿部 美結 ３’１８”７

第５位 青木 來翔 ４’０９”８ 第５位 川部 歩夢 ３’２８”３

【４年男子 １０００ｍ走】 【４年女子 ８００ｍ走】

第１位 渡邉 宝 ３’５７”４ 第１位 海老名咲季 ３’１０”０

第２位 菅間 奏太 ４’０５”０ 第２位 原田 小雪 ３’１４”６

第３位 南波 沫季 ４’０７”４ 第３位 安部 杏華 ３’１５”５

第４位 大木 涼嘉 ４’０９”０ 第４位 守谷 桜 ３’２０”１

第５位 村山 隼斗 ４’１１”９ 第５位 小関 愛花 ３’２０”５

第６位 紺野 海音 ３’２４”４

【５年男子「１００ｍ走】 【５年女子 ８００ｍ走】

第１位 山口 広起 ３’４１”６ 第１位 竹田あおい ２’５７”１

第２位 岡本 悠生 ３’４３”３ 第２位 紺野 唯華 ３’０６”３

第３位 新野 悠人 ３’５０”０ 第３位 田宮 悠羽 ３’０８”０

第４位 船山 羚王 ４’００”４ 第４位 橋本 瑞歩 ３’１４”１

第５位 船山 翔空 ４’００”６ 第５位 仲島 美幸 ３’１７”４

【６年男子 １００ｍ走】 【６年女子 ８００ｍ走】

第１位 鈴木 歩杜 ３’３３”０ 第１位 青木 心捺 ２’５１”９

第２位 佐藤 晃晴 ３’３３”８ 第２位 佐藤 凪 ２’５７”８

第３位 高山 迦斐 ３’４３”８ 第３位 五十公野ヒカル ２’５９”５

第４位 芳賀 悠月 ３’４４”０ 第４位 工藤那ゝ子 ３’０５”１

第５位 小野 龍二 ３’５３”５ 第５位 梅津 凜音 ３’０６”０

１０／ １７（水） NO TV NO GAME Day ７（水） 全校漢字テスト

１８（木） 臨時休業 （教員研修会のため） ８（木） クラブ活動感謝の会

２０（土） 学習発表会 ９（金） 荒砥小学校創立記念日

２２（月） 振替休業日（学習発表会分） １０（土） やまがた教育の日

２７（土） 町音楽祭（５学年児童出演） １３（火） 学校保健委員会

１１／ ３（土） ●文化の日 １４（水） 金曜日課

今月の予定

それぞれの目標心向かって走り込み、高めてきた持久
力を力一杯発揮できた大会となりました。たくまバンドの発
表も含めて、温かなご声援に感謝申し上げます。


