
来週の予定
日 曜日 行 事

鈴虫の羽音が，児童用昇降口に響いてい １５ 日

ます。嶋躰の菅原正道さんから，(子どもた

ちに見せてやってほしい。)と，置いていた １６ 月 敬老の日

だきました。菅原さんの話では，「鳴き始

める時期が昨年より１０日ぐらい早いよう １７ 火 読書タイム

だ。」とのことでした。校庭では，低空を 街頭指導(片子沢・本沢・狐崎)

飛び交うトンボの数が増えてきました。秋 １８ 水 児童朝会

の到来を感じて気持ちよく過ごしていきた 校外学習(４年)ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

いと思います。 １９ 木 朝マラソン

今週１０日には，１～４年生までの遠足

が実施され，そして１２日には，６年生が ２０ 金 指導主事学校訪問

中心となって出場した栗原市小学校陸上競 ４校時限，下校 13:30
技大会が開催されました。 ２１ 土

遠足では，学年それぞ

れに活動の目的をもって

仲間と一緒に楽しい時間 プールプールプールプール納会納会納会納会でのでのでのでの発表発表発表発表からからからから
を過ごすことができたよ ２－１ 遊佐 竜ノ介

うです。１，２年生は， ぼくは，大プールに入れるようになりま

遊具でかなり遊んできた した。小プールでもぐれなかったけれど，

のでしょう。学校に戻っ 夏休みに１５回通ったから，大プールにも

たときは，みんな疲れ切 入れました。もっと速く泳げるようになり

った表情をしていました。 たいです。

夢中になって遊ぶこと， ２－２ 髙橋 佑弥

友達と大いにかかわり合 ぼくは，２５ｍ泳げるようになりました。

って過ごすことも大切な体験となったはず 手のかきや息つぎを学びました。(足をつか

です。３年生は，自分で焼 ないぞ。)と思って泳いだら，２５ｍを３３

いた笹蒲鉾の試食，格別な 秒で泳ぎ切りました。来年もがんばります。

おいしさだったでしょう。 ４－１ 石川 結衣

４年生は科学館での不思議 私は，思い出が３つあります。①２５ｍ

体験をしながら，科学のお クロールは，２６秒で泳げました。クラス

もしろさに驚きの連続だっ では２番目でした。②リレーメンバーに選

てことと思います。学校で ばれ，学級代表として泳ぐことができまし

はできない活動に取り組 た。③けがをせず，楽しくプールで遊びま

み，思い出もたくさんでき した。来年は，５０ｍをクロールで泳ぐこ

たことでしょう。 とを目指します。

夏休み明けから練習を重ねてきた陸上。 ６－１ 長谷川 穂

種目を自分で選び，目標をもって取り組ん 私は，２５ｍを２０秒以内で泳ぐことを

できました。選手全員が入賞とはいきませ 目標にして，夏休み練習を重ねました。で

んが，ベストを尽くし，目標を達成しよう も，ベストは２０．１秒でした。平泳ぎは，

と一生懸命にがんばる態度や姿勢をもっと 手のかきと体を伸ばすことを練習しました。

もっと大切にし，じっくりと育てていきた ３７秒から３４秒まで縮めました。中学校

いものです。午前７時前，５年生の７名を へ行っても練習をしていきたいと思ってい

含めた選手団６５名を見送りました。 ます。
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◎作文宮城栗原市審査会結果◎作文宮城栗原市審査会結果◎作文宮城栗原市審査会結果◎作文宮城栗原市審査会結果

【作文の部】

１年 石森 快聖 「ぼくの あのねのうと」 県審査へ出品

１年 金野 聖渚 「わたしのたからもの」 県審査へ出品

２年 菅原 紗和 「おさるさんのかんさつ」 市特選

２年 佐藤 昴 「ご先ぞさまへ」 市入選

３年 大場 琴音 「今までありがとう ぴいじいちゃん」 県審査へ出品

３年 小山 陽世 「そばの ひみつ」 県審査へ出品

４年 青木 愛大 「ぼくの弟」 市特選

４年 髙橋菜乃花 「ハナちゃんと別れた夏」 市特選

５年 佐藤 匡矢 「ブラスバンドに入部して」 市入選

５年 菅原 健人 「広島をたずねて」 県審査へ出品

６年 千田 七聖 「おじいちゃんへの手紙」 市入選

６年 佐藤 千夏 「私の家族」 県審査へ出品

【詩の部】

１年 齊藤陽菜乃 「やさいだいすきかぞく」 市入選

１年 駒米 美里 「わるいこといって ごめんなさい」 市特選

２年 黒澤 咲良 「わたしの妹は 日本一」 県審査へ出品

２年 狩野 善翔 「ぼくの弟」 県審査へ出品

３年 高橋 悠菜 「ゴールド金賞 百点まん点」市入選

３年 安倍 拓実 「宿題登山」 市特選

４年 齋藤 秀 「最強の一言」 県審査へ出品

４年 大橋 海斗 「ぼくのイモリ」 県審査へ出品

５年 加藤 亞夢 「もっと飛べ ぼくの紙飛行機」 県審査へ出品

５年 佐々木志穂 「言 葉」 市入選

６年 千葉 友貴 「最後の全国大会」 市入選

６年 熊谷 陸 「ぼくのうちのグリーンカーテン」 市入選

◎第２回大崎ブルーインパルス交流大会◎第２回大崎ブルーインパルス交流大会◎第２回大崎ブルーインパルス交流大会◎第２回大崎ブルーインパルス交流大会

ブロック優勝 一迫山王クラブ

◎第９回栗原市小学校陸上競技大会結果◎第９回栗原市小学校陸上競技大会結果◎第９回栗原市小学校陸上競技大会結果◎第９回栗原市小学校陸上競技大会結果（（（（１０位入賞まで１０位入賞まで１０位入賞まで１０位入賞まで））））

【男子】 １０００ｍ競走 第 ７位 千葉 友貴 ３分３０秒３８

２００ｍ競走 第 ６位 新妻 正剛 ３０秒６６

〃 第１０位 日野 愛也 ３１秒５６

１００ｍ競走 第 ７位 佐藤 諒昌 １４秒８０

８０ｍＨ競走 第 ４位 氏家 海 １５秒１３

走り幅跳び 第１０位 曽根 康平 ３Ｍ５４

ソフトボール投げ 第 １位 大瀧 龍星 ５９Ｍ２９

〃 第 ２位 髙橋 健太 ５５Ｍ２１

４００ｍリレー 第 ２位 一迫小チーム ５６秒２５

【女子】 ２００ｍ競走 第 ４位 白鳥 莉奈(５年) ３２秒５０

１００ｍ競走 第 ７位 佐藤 結衣 １５秒５３

８０ｍＨ競走 第 ８位 髙橋 玲奈 １７秒１９

走り高跳び 第 ６位 髙橋 佳凜(５年) １Ｍ１０

走り幅跳び 第 ２位 佐藤 千夏 ３Ｍ３２

〃 第 ８位 狩野 世奈 ３Ｍ１１

ソフトボール投げ 第 ８位 佐藤 美夢 ３１Ｍ７９

４００ｍリレー 第 ８位 一迫小チーム １分０３秒３４
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