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《目指す学校像》
ふるさとと共に、
一人一人が喜んで活動する学校

～強く、明るく、美しく～

鹿角市立平元小学校 TEL25-2204
平成２９年６月９日 第７号

ア ッ プ 君

ひらもと

第44回鹿角小学校陸上競技大会 の結果
H29.5.27 鹿角市総合運動公園

～計１6種目で入賞…昨年度より４名増～
【優 勝】

６年 水原 ６年女子走幅跳 3ｍ64
【２ 位】

６年 村方 ６男子1000ｍ 3'24"31
６年 児玉 共通男子走高跳 1ｍ10

【３ 位】
６年 兎澤 ６年男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 46ｍ94
５年 小舘 ６年女子200ｍ 36"08

【５ 位】
６年 秋本 ６年女子200ｍ 35"78
６年 豊田 ６年女子走幅跳 3ｍ22

【６ 位】
６年 兎澤 ６年女子800ｍ 2'56"08

【７ 位】
６年 伊藤 共通女子走高跳 １ｍ00
５年 齊藤 ５年女子100ｍ 16"34
５年 佐藤 ５年女子走幅跳 2ｍ82
５年 倉岡 ５年男子1000ｍ 3'57"49
共通 女子400ｍリレー 1'07"50

（水原、豊田、兎澤、秋本 全員6年）
【８ 位】

５年 米田 ５年女子200ｍ 38"43
５年 阿部 共通女子80ｍﾊｰﾄﾞﾙ 21"86
共通 男子400ｍリレー 1'05"91

（村方、児玉、兎澤、豊田 全員6年）
太字の選手５名は、７月２日の県大会に出場

あいにくの雨の中、子どもたちは練習の成果を発揮しよ
うと最後まで全力でがんばりました。自己記録を更新して
入賞した選手、残念ながら目標を達成できなかった選手な
ど様々ですが、選手全員のこれまでの努力を讃えたいと思
います。また、陸上競技の練習を通じて学んだことや得た
自信を、他の活動でも生かしてほしいと願っています。

保護者の皆様、これまでの練習へのご協力や当日の選手
輸送、応援、テント設営や撤収へのご協力等、本当にあり
がとうございました。

自分の目標に向かってベストを尽くしました！
３０日のマラソン記録会では、「練習の成果を試し、自己記録への挑戦と最後まで

走り切る」という目標に向かって、子どもたちは本当によくがんばりました。
スペシャルゲストの浅利純子さんも、一生懸命走る子どもたちの姿に感動されて

いました。途中、転んでしまう子ども、体調が悪く実力を十分に発揮できない子ど
ももいましたが、全員がもてる力を出し切ろうとする姿が見られたのは何よりでした。

走ることが苦手な子どもが「走る前は嫌だったけど、タイムが
縮まったし、走った後の満足感が最高だった」ということを話し
てくれたこともうれしかったです。大きな自信につながったこと
と思います。仕事を休んでまで駆けつけてくださった保護者の皆
さんや、地域の方々による声援も大きな励みとなりました。本当
にありがとうございました。

参考 マラソン記録会 各学年の最高記録
１年 男子 浜中 2'39

女子 水原 3'09
２年 男子 古川 5'44

女子 浜中 6'29
３年 男子 水原 5'36

女子 倍賞 5'50
４年 男子 村方 9'23

女子 木村 9'51
５年 男子 倉岡 9'40

女子 兎澤 9'05
６年 男子 村方 8'19

女子 兎澤 8'58
秋に向け、他の子どもたちにとっても目標

設定の参考になります。



第45回鹿角小学校野球大会
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(８時開会式） (会場は全て城山球場)

今年度２回目の公式大会であり、最も伝統ある大
会でもあります。大会では、全力を出し切り、はつ
らつとしたプレーを見せてれることを期待したいと
思います｡ なお、６日には親の会の皆さんが新しい
応援パターンの練習をされていました。「チーム平
元」で目指せ優勝！
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今年は、
小平の古川
さんから田
んぼをお借
りし、５年
生が米作り
に挑戦して
います。

５月２６
日には、田
植えを体験
しました。
どろんこに

なりながらも、皆、楽しそうに活動していました。
肥料蒔き、ころを使っての型付け、苗植えまで、教
室の中だけでは絶対に味わうことができない貴重な
体験ができました。指導してくださった、古川さん
ご夫妻に感謝です。今後、稲の生長の観察や、稲刈
り体験なども行う予定です。また、収穫したお米を
どのようにするのかを考えていきます。単なる体験
に終わらずに、お米を作る喜び・苦労など農業に携
わる人の気持ちやふるさとのよさ、日本の農業の在
り方など、多くのことを学んでほしいと思います。

ころを使う体験も初めてでした

スポ少のがんばりスポ少のがんばり
第27回田沢湖ＳＣ女子ミニバス大会
３日～４日に田沢湖スポーツセンターで

行われました。県内外の強豪校が集う大会
で、大健闘でした。特に、清水戦の最終ク
ォーターで、７点差を追い付いた粘りは見
事でした。本大会に向け、期待がもてます。
リーグ戦 平元 36対52 盛岡南
リーグ戦 平元 25対58 西仙北
交 流 戦 平元 50対50 清 水
交 流 戦 平元 27対39 飯島南

○教科書展示会（どなたでも閲覧できます）
・開催日 ６／１６(金)～７／３日（月） 日・月・木・金・土の各曜日

（ただし6/20、6/21、6/27、6/28は閲覧できません）
・閲覧時間 １０：００～１８：００
・会場 コモッセ
・展示内容 小学校・中学校・高等学校の各教科書

様々な会社の教科書が展示されていますので、近くに
お出での際には、ぜひお立ち寄りください。

６月６日は、計８名のお客様がお見
えになり、全校の授業（国語・算数）
を参観されました。そして「どの学年
とも子どもたちが集中して学習してい
る」とお褒めの感想をいただきました。
また、アップル活動など本校の特色あ
る活動を自信をもって推進するととも
に、今後も家庭・地域の協力をいただ
きながら子どもたちをしっかりと育て
るように助言をいただきました。

６年生の算数の様子


