
 

 

 

 

 

                               第 ８ 号 平成２９年 ８月２１日（月） 

 

行事・大会、様々な取組の多い２学期が始まりました。 

 

 

 

             校長 向
むこう
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                 ２学期は雨の降る朝で始まりました。夏休み中の課題もたく 

さんあったでしょう。水泳学習発表会に向けてプール用具の持 

ち物もあったでしょう。みんな腕にいくつもバッグをさげなが 

ら雨の中傘をさして頑張って頑張って登校しました。大変な状 

況を思いやりながらも鮎っ子のたくましさを感じ、とてもう 

れしくなりました。 

 始業式では、行事や大会等の多い学期であることから次のような話をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪２学期の主な行事・大会≫ 

８月２２日（火）水泳学習発表会     １０月１５日（日）八幡宮例大祭（子獅子） 

９月 ２日（土）大運動会        １０月１７日（火）創立記念式 

９月２３日（土）若鮎マラソン大会    １１月 ３日（金）学習発表会 

９月２７日（水）町陸上競技大会     １１月２２日（水）授業参観・PTA研修会 

１０月 ４日（水）持久走記録会      １１月２８日（火）鮎小まつり 

第Ⅲ節 わかる・できる喜び 
合  言  葉 

『がっちり運動 みんな輝け！』 

    日々の努力目標 

『学習と読書の習慣づくり』 

２学期始業式 校長式辞 

８月１８日（金） 第２学期始業式 校長式辞【概略】 

 夏から冬の始まりにかけての２学期は登校日数８６日のもっとも長い学期です。たくさんの行事や大会、さ

まざまな取組が予定されています。そこで、みんなに頑張ってもらいたいことを３つお話します。まずはやっ

ぱり勉強、『集中した学習』です。ここでなぞなぞを出してみます。答えは１つだけではないと思うので、い

っぱい考えてください。おなじみのなぞなぞから・・・「パンはパンでも食べられないパンは？」～３つ以上

考えた人が１０人以上～一生懸命に考えてくれましたね。では、「棒は棒でも食べられる棒は？」～３つ以上

考えた人が１０人近く～ 今、「あっ、わかった。こんなのもあるなあ、こういうのはどうだろう？」と頭を

ぐるんぐるん回転させたことと思います。実は、お家の方からのアンケート回答に、宿題や自主学習はやるこ

とはやるが、早く遊びにいきたくて集中していないようだとたくさんのお家が答えていました。毎日の授業も

家での勉強もどうせやるんだったら、集中してやりましょう。そうすると、しっかり頭に入ります。人間の頭

はそうできているのです。２つ目は『自分に厳しく人（他人）に優しく』です。児童会でのあったか言葉・ち

くちく言葉の取組もあります。行事・大会、様々な取組を仲間と上手に協力していくためにも、心がけてくだ

さい。３つ目は行事や大会で保護者・地域の皆さんに『元気と感動を』です。勝利や自己ベスト、あるいは成

功をめざして一生懸命に取り組むことは自らの成長につながります。そして、そんな皆さんの姿を見てお家の

人や地域の方々は「最後まで力を出し切って・・・すごい！」「みんな心を一つにして・・・気持良い！」「あ

んなに頑張っている姿を見ることができてうれしい！」と元気と感動を覚えることでしょう。そして、そんな

言葉を聞くことでみんなもますます成長を感じ、うれしくなることでしょう。この２学期も頑張りましょう！ 
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平成２９年度  
白鷹町水泳大会（７/27）入賞者一覧 【敬称略】 

 

 

 

西置賜地区学童水泳大会（８/６） 
入賞者一覧 【敬称略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表会前 最後の練習風景 

◇６年男５０ｍ自由形   第２位 鈴木 遥人  38”08 

◇６年男５０ｍ自由形     第５位  廣居 太聖   41”15 

◇５年男５０ｍ自由形    第５位 長谷部 遼   46”96 

◇５年女５０ｍ自由形    第６位 馬場眞結子   47”47 

◇４年男５０ｍ自由形    第５位 大滝 颯斗   48”49 

◇３年男５０ｍ自由形   第３位 荒木 優志  55”50 

◇６年男１００ｍ自由形  第２位 廣居 太聖  1’37”09 

◇６年男１００ｍ自由形   第４位  馬場 一翔  1’40”72 

◇６年男１００ｍ自由形   第５位  安部 翔太  1’44”65 

◇６年女１００ｍ自由形  第１位 佐藤 叶望  1’37”66 

◇５年男１００ｍ自由形  第２位 樋口 佳汰  1’42”26 

◇５年男１００ｍ自由形  第６位 樋口 瑠偉  1’50”69 

◇６年男５０ｍ平泳ぎ    第３位 大滝 悠斗   55’14 

◇５年男５０ｍ平泳ぎ    第３位 中村 雅楽   55”74 

◇５年女５０ｍ平泳ぎ    第３位 黒澤 瀬奈   59”32 

◇５年女５０ｍ平泳ぎ    第５位 馬場眞結子  1’04”06 

◇３年男５０ｍ平泳ぎ    第４位 菅  陽翔  1’06”19 

◇３年女５０ｍ平泳ぎ    第３位 今  音々  1’10”82 

◇３年女５０ｍ平泳ぎ    第４位 熊坂 雪花  1’15”58 

◇６年女１００ｍ平泳ぎ  第１位 長谷部かれん  1’59”30 

◇５年女１００ｍ平泳ぎ  第１位 菅  結愛  1’57”30 

◇５年男５０ｍ背泳ぎ    第１位 中村 雅楽   49”45 

◇５年男５０ｍ背泳ぎ    第３位 馬場 広翔  1’10”00 

◇５年女５０ｍ背泳ぎ    第１位 佐藤 三咲   51”43 

◇４年男５０ｍ背泳ぎ    第３位 山口 太一  1’05”39 

◇４年男５０ｍ背泳ぎ     第４位  佐藤 聖悟  1’11”02 

◇３年男５０ｍ背泳ぎ    第３位 菅  陽翔  1’07”96 

◇３年男５０ｍ背泳ぎ    第４位 佐藤 瑞樹  1’13”06 

◇３年女５０ｍ背泳ぎ    第３位 今  音々  1’12”55 

◇６年男１００ｍ背泳ぎ  第１位 馬場 一翔  2’01”21 

◇６年男１００ｍ背泳ぎ  第２位 黒澤 尚滉  2’08”41 

◇６年男１００ｍ背泳ぎ  第３位 大滝 悠斗  2’13”06 

◇６年男５０ｍバタフライ 第１位  鈴木 遥人   48”85 

◇５年男５０ｍバタフライ  第２位 樋口 瑠偉   59”97 

◇５年女５０ｍバタフライ 第１位  佐藤 三咲   57”98 

◇６年女５０ｍバタフライ 第２位  上村  杏   58”00 

◇４年男５０ｍバタフライ  第２位 大滝 颯斗  1’06”99 

◇３年女５０ｍバタフライ 第３位  舩山 芽生  1’28”53 

◇６年女１００ｍ個人メドレー 第３位  長谷部かれん  1’59”50 

◇５年男１００ｍ個人メドレー 第３位  樋口 佳汰  1’51”65 

◇５年男１００ｍ個人メドレー  第５位 長谷部 遼  2’07”60 

◇５年男１００ｍ個人メドレー 第６位  渋谷  睦  2’12”98 

◇５年女１００ｍ個人メドレー 第２位  菅  結愛  1’55”58 

◇男子２００ｍフリーリレー 第３位 

  廣居太聖・馬場一翔・樋口佳汰・鈴木遥人  2’48”32 

◇男子２００ｍメドレーリレー 第２位 

  中村雅楽・大滝悠斗・鈴木遥人・廣居太聖    3’09”87 

◇女子２００ｍメドレーリレー 第３位 

  佐藤三咲・長谷部かれん・上村杏・佐藤叶望 3’22”93 

 

 

 

みんな、ぼくより泳

げるようになったみ

たいだね！ 

◇５・６年男子 ５０ｍバタフライ 

 第１位 渋谷  睦（５年） 1’02”52 

 第２位 樋口 瑠偉（５年） 1’03”06 

◇５・６年女子５０ｍ平泳ぎ 

 第１位 長谷部かれん（６年）  50”82 

 第２位 黒澤 瀬奈（５年）  56”60 

◇５・６年女子１００ｍ自由形 

 第２位 佐藤 叶望（６年） 1’36”56 

◇５・６年女子５０ｍバタフライ 

 第３位 上村  杏（６年）  53”39 

◇５・６年女子１００ｍ平泳ぎ 

 第３位 菅  結愛（５年） 1’55”95 

◇４年以下女子５０ｍ平泳ぎ 

 第３位 熊坂 雪花（３年） 1’10”24 

◇男子２００ｍメドレーリレー 

 第３位 樋口 佳汰（５）・長谷部 遼（５） 

     樋口 瑠偉（５）・渋谷  睦（５） 

            記録 3’40”04 

 明日は水泳学習発表会 
３・４年  ８：４５～１０：１５ 

１・２年 １０：４０～１２：１０ 

５・６年 １３：３０～１５：００ 

 応援にどうぞお越しください！ 
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