
山燃える秋を迎えました。四季の移ろ

いを味わえる日本。秋の美しさ（おいし

さ？！）で心を潤わせてまいりましょう。 

さて、本校のめざす子ども像「あいう

えお名人」。朝のあいさつで嬉しい姿が…。

まずはバス通の１年生。礼儀正しく、し

っかりお辞儀をして「おはようございま

す！」が言えます。最高です。また、タ

クシー通の１・２年生。遠くから、一人

ずつ、おっきな声で「おはようございま

す！」こちらも負けじとさらにおっきな

声で「おはようございます！」あいさつ

がこだまします。そこには、笑顔のやり

とりとともに、心の通い合いがあります。

そして、それを下支えしているのは児童

会計画委員のあいさつ運動。毎朝、昇降

口で一人ひとりにあいさつをしています。

おかげで、高学年のあいさつも立派にな

ってきました。「あいさつ名人」は間違い

なく将来の宝物になります。メンコちゃ

ん達の姿、今後もさらに高めていきます。 

また、学習発表会が間近に迫り、全校

合唱の取り組みもスタートしました。コ

ロナ禍にあって、なかなか歌えない時期

もありましたが、感染対策を施し、マス

ク着用のうえで「地球星歌」を歌い始め

たのです。学習発表会の定番となったこ

の歌は、すてきな歌詞とともに、たくま

っ子の心が一つになる至福の瞬間を味わ

うことができます。１回

目は、おそるおそる声を

出していた子ども達でし

たが、２回目は本来の姿

に近づくべく、いい声が出始めました。

たくまっ子の歌声は心に染みます。いよ

いよ本領発揮！歌声全開！楽しみです。 

あいさつにしろ、歌にしろ、とても気

持ちがよいものです。自分の満足感もあ

りますが、何かしらの温かさや爽快感が

あるからとも思います。それはどこから

来るのでしょうか。やはり“相手”から

でしょうか。誰かにあいさつするから、

誰かと歌うから、自分が気持ちよく感じ

るように思うのです。さかのぼれば、誰

かからすてきなあいさつをしてもらった

心地よさ、誰かから歌ってもらった安心

感…。幼少の頃、身近で温かい大人達か

ら、たくさんあいさつをしてもらい、眠

るまで優しく歌ってもらった記憶が、今

の自分の行動を促している…。小さい頃

の体験は、その人の一生を創る本当に貴

重なものです。それが、相手を想う“思

いやり”の心を生み、優しい仕草につな

がっているのかもしれませんね。 

コロナ禍でかかわりが制限され、マス

クで表情も直接うかがえない…。今こそ、

すてきな笑顔を交歓する時です。今年、

校内で、田んぼで、畑で、コミセンで、

地域の方のあったかい笑顔と交わること

ができたたくまっ子。これからもよろし

くご面倒してください。 

令和 ４年１０月２５日

名人の心地よさは… 
校 長  菅 原  透  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝１１月の予定＝ 
３日（木）文化の日 

５日（土）学習発表会 
６日（日）産業祭りたくまバンド出演 
７日（月）振替休業日 
８日（火）ＱＵ週間 

１０日（木）創立記念日 クラブ感謝会 
１２日（土）家庭読書の日 
      やまがた教育の日 
１３日（日）ＰＴＡ早朝作業 
１５日（火）読み聞かせ 
１６日（水）カンバセーションクラス 
１８日（金）全校漢字テスト ＧＴＥＣ 
２１日（月）５年木工体験 
２２日（火）短縮４時限 

２３日（水）勤労感謝の日 
２６日（土）家庭読書の日 
２８日（月）水曜日課 

＝稲刈り「ゆめごこち！」＝ 
今年度から始めた５年生田んぼの学

習。１０月１３日（木）たわわに実った

稲穂を刈り取りました。 

作業の大変さも学び、ふ 

るさとの自然と温かな人 

の心に感謝！「ゆめごこ 

ち！（品種名）」でした。 

 

◆５年女子１００ｍ 
第２位 齋藤 和  １６秒６ 
第２位 工藤 優里 １６秒６ 
第４位 阿部心々寧 １６秒７ 
第５位 佐久間華恋 １７秒２ 
第７位 宇津木ひより１７秒５ 
第８位 小笠原 杏 １７秒６ 

◆５年男子１００ｍ 
第３位 青木 琉翔 １６秒２ 
第４位 井上 雅弥 １６秒７ 
第７位 鈴木 武尊 １７秒２ 
第１０位  横山 大翔 １７秒６ 

◆６年女子１００ｍ 
第１位 髙橋 梨桜  １５秒６ 
第３位 海老名 英  １６秒６ 
第７位 土屋 杏珠  １７秒１ 
第１０位 竹田実乃里  １７秒３ 

◆６年男子１００ｍ 
第４位 海老名大翔  １６秒２ 
第４位 梅津 瑠鋳  １６秒２ 
第６位 竹田 圭吾  １６秒４ 
第８位 今 啓一郎  １６秒５ 
第１０位  原田 哲慎  １６秒６ 
第１０位  須藤 晄雅  １６秒６ 

    ◆５年女子５０ｍハードル 
     第１位 齋藤 和    ９秒８（到達賞） 
     第２位 阿部心々寧  １０秒６ 
     第３位 佐久間華恋  １１秒０ 
     第６位 熊坂虹心奈  １２秒９ 
    ◆５年男子５０ｍハードル 
     第２位 青木 琉翔  １０秒７ 
     第５位 菅原 由翔  １１秒６ 
    ◆６年女子５０ｍハードル 
     第１位 髙橋 梨桜    ９秒５（到達賞） 
     第５位 髙山 澄空  １１秒３ 
    ◆６年男子５０ｍハードル 
     第３位 今 啓一郎   ９秒８ 
    ◆５年女子走り幅跳び 
     第４位 齋藤 絆那 ２ｍ４４㎝ 
    ◆５年男子走り幅跳び 
     第３位 沼澤 凛空 ２ｍ５６㎝ 
     第４位 手塚 心翔 ２ｍ５１㎝ 
     第５位 伊藤 瀬七 ２ｍ２２㎝ 
     第６位 松田 蒼士 ２ｍ１３cm 
    ◆６年女子走り幅跳び 
     第５位 佐々木紅美華２ｍ５１㎝ 

◆６年男子走り幅跳び 
     第２位 海老名大翔 ３ｍ３３㎝ 
     第４位 大嶋 天護 ３ｍ２２㎝ 
     第６位 冨樫 迪来 ３ｍ００㎝ 
    ◆５年女子８００ｍ 
     第２位 山口 里菜 ３分２３秒６ 

◆５年男子１０００ｍ 
     第１位 井上 雅弥 ３分４５秒４ 
     第２位 石田 善一 ３分５４秒９ 
     第４位 鈴木 武尊 ４分０１秒０ 
     第６位 須貝 光我 ４分１３秒３ 
    ◆６年女子８００ｍ 
     第１位 竹田実乃里 ３分０１秒４ 
    ◆６年男子１０００ｍ 
     第１位 竹田 圭吾 ３分３０秒５ 
     第３位 鈴木 悠  ３分５２秒０ 
     第４位 森 レイン ３分５３秒５ 

◆５年女子走り高跳び 
     第１位 宇津木ひより １ｍ０６㎝ 
     第２位 小笠原 杏  １ｍ００㎝ 
    ◆６年男子走り高跳び 
     第１位 梅津 瑠鋳  １ｍ２０㎝    
     第３位 原田 哲慎  １ｍ１０㎝ 

  第４位 志鎌 皇成  １ｍ０５㎝ 
  第５位 小関 瞬   １ｍ０５㎝ 
◆５年女子ジャベリックボール投げ 
第１位 工藤 優里 ３４ｍ２１㎝（到達賞） 

  第３位 松野 千穂 ２０ｍ２２㎝ 
◆５年男子ジャベリックボール投げ 

  第１位 鈴木 大空 ３７ｍ９６㎝ 
  第２位 横山 大翔 ３７ｍ１４㎝ 

第５位 佐藤 侑真 ３３ｍ０５㎝ 
◆６年女子ジャベリックボール投げ 

     第１位 海老名 英 ３８ｍ０８㎝ 
                 （大会新記録 到達賞） 
     第３位 土屋 杏珠 ２７ｍ０４㎝ 
     第５位 紺野 玲那 １８ｍ４５㎝ 
    ◆６男子ジャベリックボール投げ 
     第２位 須藤 晄雅  ４４ｍ２１㎝ 
     第４位 鈴木 理夢  ３９ｍ４３㎝ 
     第５位 齋藤 優太  ３６ｍ２２㎝ 
    ◆女子４×１００ｍリレー 

第１位 荒砥小学校１分０３秒５ 
           工藤 優里 阿部心々寧 
           齋藤 和  髙橋 梨桜 
    ◆男女混合４×１００ｍリレー 
     第１位 荒砥小学校１分０２秒８ 
           宇津木ひより 海老名 英 
           梅津 瑠鋳  青木 琉翔 
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会 
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＝「遠足、思い出の日に」＝ 
例年、大平山に向かう１・２年遠足。

今年は鮎貝スポーツ公園に行き先を変

更。１０月７日（金）フラワー長井線に

乗り…。しかし、 

雨で急遽帰校。体 

育館でレク等を行 

い、楽しい思い出 

を作りました。 

＝「おいしい！真心の味！」＝ 
６年生郷土食伝承事業。１０月１８

日（火）に土里夢館で 

行われました。ふるさ 

との味に舌鼓！栗ご飯 

と芋煮をたくさんおか 

わりしました。ごちそ 

うさまでした。 


