
秋分の日が過ぎ、秋の深まりを感じる日々ですが、子ど
もたちは普段の学習や様々な学校行事を通して、一段とた
くましく成長しています。正に実りの秋。
今年度、学校では「分かる・できる・共に学ぶ」体育の

授業に力を入れています。体育の授業を通して自分の思い
や考えをもち、生き生きと表現する子どもを育てたいと考
え、全校が一丸となって取り組んでいます。
１２日は１・２年生が、「みんなであそぼう！平小オリン

ピック」というテーマで平均台やフラフープ、大縄、ボー
ル等を使った様々な運動に挑
戦しました。粘り強く取り組
み、成功して自信を深めたり、
自他のよさを発見したりする
姿がたくさん見られました。
参観された他校の先生方や児
童クラブ、あおぞらこども園
の先生方も、力一杯活動して、自分の考えをしっかりと表
現する子どもたちを褒めてくださっていました。２学期が
スタートして１か月、この他にも様々な教育活動に取り組
んでいます。これらの活動で得た学びや自信を、他の教育
活動でも発揮させたいと考えております。間もなく年度の
折り返し地点ですが、今後もご支援をお願いいたします。

たくさんの賞状をいただきました

伸びやかな中間疾走

会心のｼﾞｬﾝﾌﾟ

9/9 ４年 今年もなか
よく交流

9/16 ３年 給食センタ
ー栄養士の先生の食育

見事なｽﾀｰﾄﾀﾞｯｼｭ

9/9 ６年 ニ中の先生と
理科の学習

9/13 ５年「夢の教室」
（北小と合同）

《学校教育目標》
心豊かにたくましく、主体的に

生きる力を高めていく子どもの育成
～強く、明るく、美しく～

鹿角市立平元小学校 TEL25-2204
平成２８年９月２３日 第１３号

ア ッ プ 君

ひらもと

鹿角小学校秋季陸上競技大会 の結果
H28.9.11 鹿角市総合運動公園

～大躍進！ 計１１種目で入賞～
【２ 位】

６年 木村 共通男子走り幅跳び 4ｍ19
６年 中畑 共通女子１００ｍ 15"48
６年 児玉 共通女子２００ｍ 33"61

【３ 位】
共通 女子４００ｍリレー 1'04"42
（豊田 、中畑 、秋本 、児玉 ）

【４ 位】
６年 兎澤 共通男子１５００ｍ 5'27"21
６年 朝霧 共通男子走り幅跳び 3ｍ83
４年 兎澤 ４年以下女子８００ｍ 3'03"25

【５ 位】
共通 男子４００ｍリレー 1'01"40
（兎澤 、朝霧 、村方 、木村 ）

【６ 位】
５年 村方 共通男子１5００ｍ 5'28"36
５年 豊田 共通女子１００ｍ 16"88
４年 倉岡 ４年以下男子８００ｍ 3'11"44

秋晴れの下、２年生以上の希望者１７名が参加し、練
習の成果を発揮しようと、 後まで全力でがんばりまし
た。その結果、多くの選手が自己記録を更新し、昨年の
４種目を大きく上回る１１種目で入賞できました。

残念ながら目標を達成できなかった選手、入賞できな
かった選手もいますが、選手全員のこれまでの努力を讃
えたいと思います。

保護者の皆様、テント運搬・設営、選手輸送、応援等
のご協力、本当にありがとうございました。



１０月の主な行事予定 ※行事等は変更になる場合もあります。予めご了承ください｡

10月 3日（月）学校安全日 読書強調月間～30日 18日（火） ニ中総合発表会へ６年生参加

4日（火）４年生県立美術館・博物館見学 19日（水） 全校練習 委員会 会場準備Ⅰ

5日（水）仲よし登校 声かけ運動(級ノ木) 家読書 メディアコントロールデー

委員会後期開始 家読書 20日（木） 全校練習 職員会議

6日（木）要請訪問（授業研究会５・６年） 21日（金） 全校朝会（ミニバス激励会）

7日（金）祖父母参観日（２校時） 22日（土） 鹿角ミニバススポ少大会～23日まで

9日（日）※ニ中祭 24日（月） チャレンジテスト（国） 全校練習

10日（月）※祝日：体育の日 25日（火） 学習発表会予行

11日(火）全校練習（学習発表会に向け、歌やソーラン） 26日（水） チャレンジテスト（算） クラブ

12日（水）縦割り遊びの日 全校練習 27日（木） 集金日 全校練習 教育委員会訪問

クラブ 家読書 28日（金） 全校朝会 清掃班長会 会場準備Ⅱ

13日（水）全校練習 指導部会 29日（土） 学習発表会（登校日）

17日（月）ＡＬＴ来校 代表委員会 31日（月） ※振替休業日（10/29 学習発表会）

今年も花輪二中の２年生が二日間、市内の各事業
所で職場体験を行いましたが、本校にも卒業生が来
て、職員の仕事を体験しました。

授業では丸付けをしたり、一緒に運動をして手本
となる動きを見せたり、教材づくりを手伝ったりし
て、全学級の子どもたちとふれあいながら、ミニ先
生のような活躍ぶりを見せ
てくれました。将来、人に
何か教える仕事に就きたい
○○さんにとって、夢に向
かって一歩前進する機会に
なったものと思われます。

また、本校の子どもたち
にとっても、大好きな先輩
である○○さんとふれあう
機会になるとともに、自分
の夢について考えるキャリ
ア教育の機会になりました。

9/14～15 花輪ニ中生職場体験

☆去年好評だった「祖父母参観日」を今年は１０月
７日（金）２校時【9:25 ～ 10:10】に実施いたし
ます。子どもと一緒に活動したり、交流を深めた
りする内容を考えています。どうぞお気軽にご来
校ください（案内は来週配付、保護者の参観も可能です）。

☆クマ対策による集団登校へのご理解とご配慮あり
がとうございます。だいぶ沈静化はしてきたよう
ですが、安全面を考慮し、１０月末日まで延期し
ます。どうかご協力をよろしくお願いいたします。

＆ お 礼

９月２５日(日) 平成28年度鹿角市民スポーツ大会
(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)ミニバス競技

会場ｱﾙﾊﾟｽ 8:10開会式

B15:00
A勝 12:00 B勝 12:00

負 11:10 負 11:10
A8:30 A9:20 B8:30 B9:20

【１回戦】 本校は１試合目 9:20～ 対 十和田
・A、Bは試合コート。
・途中、中学校や一般の試合も行われます。
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９月２４日(土) 第45回スポーツ少年団選抜野球大会
（秋の４校対抗）

会場 小坂球場 8:00 開会式
16:15 閉会式

決 勝 14:30
３位決定 12:30

8:30 10:30

平 元 十和田 小 坂 大湯・草木

【１回戦】 本校は１試合目 8:30～ 対 十和田
平元小学校野球親の会が事務局です。

がんばれ野球部・ミニバス部！
【５年生中心の新人チームの大会です】

秋のマラソン記録会に向けて
８・９月の生活目標は「進んで運動しよう」でした｡「春のマラソン記録会からタイムを１秒でも

縮めよう」「自分の記録を少しでもアップしよう」と、全校でマラソン運動に取り組んできました｡
９月２８日（水）のマラソン記録会では、励ましのご声援をお願いいたします。 ※雨天順延

【日程】 ９：３５ ２・３年生スタート(1200Ｍ)
９：４５ １年生スタート ( 600Ｍ)
９：５５ ４～６年生スタート(2200Ｍ)

当日は、春に引き続き、スペシャルゲストとして浅利純子さんが激励に駆けつけてくださいます。


