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音楽会・陸上記録会
～大きな成果をあげて～

学校教育目標
めざす児童像

１１月号

「すすんで学ぶ 心ゆたかな たくましい子の育成」
「すすんで学ぶ子」（知）
「心ゆたかな子」 （徳）
「たくましい子」 （体）

朝夕の冷え込みともに、ようやく秋の訪れを感じる頃となりました。子供たちの多くは季節の装いで登校して
います（夏と同じ格好の子も若干名いますが）。芸術の秋・スポーツの秋といわれるように、何をするにもちょう
どいい時期をむかえ、先月の１０日（水）には、安中市小学生陸上教室記録会、２６日（金）には安中市小中学
校音楽発表会がそれぞれ開催されました。そして、２８日（日）県民の日には県小学生陸上教室記録会が開催さ
れ、本校からの代表選手も活躍してくれました。
二学期も折り返し地点を回りました。これからはどの子も、秋の実りとして、まずは日々の教科学習や学級で
の様々な活動、持久走や委員会の活動などで、多くの成果をあげてくれることでしょう。一人一人の成長を期待
しながら、温かい励ましをお願いしたいと思います。

安中市小中学校音楽会をふりかえる

原市小学校から５年生が学校代表として、１番はじめにステー
ジに立ちました。中山繭美教諭の指揮の下、小林愛依さん（５－
４）の伴奏で、「Take off ～夢に向かって～」の伸びやかなハーモニーを、圧倒的な声量と美しい歌声で会場を
包みました。のびと奥行きのある合唱は、トップバッターとして十分以上の役目を果たしたと思います。来賓席
も「さすが原市小！」と唸るような声がもれていました。続いての、「クシコス・ポスト」の合奏では、それぞれ
の楽器の音色が見事に調和した構成力を生かし、観客を釘付けにする完成度の高い見事な演奏でした。今まで練
習してきた成果が最高の歌声と演奏になって会場に響き、来場の小・中学生や保護者の皆さんから大きな拍手を
いただきました。また一歩、５年生の素晴しい成長を感じたステージでした。
情報提供として、この音楽会にむけて取り組んできた音楽科の時間としての練習時間が、一番少ないのが原市
小です。それでも他の学校を凌駕する見事さは、大きな評価に値するのではないでしょうか。早朝や放課後の練
習にご理解をくださった保護者の皆様に改めてお礼を申し上げます。

安中市小学校陸上教室記録会・群馬県県小学生陸上教室記録会をふりかえる
◇出場選手をすべて紹介いたします。※敬称略・入賞者（市大会6位・県大会8位まで総合順位・記録表示）
市大会 男子５年 １００ｍ
市大会 女子６年 １００ｍ
岩井 仁
小玉 航
鹿沼 颯士
小林 珠己（3位 15.4）
市大会 男子６年 １００ｍ
中島 和奏（3位 15.4）
渡邉 勇希（2位 13.8）
吉岡 駿 井上 雅斗
柿澤 華奈（6位 15.9）
市大会 男子５，６年 １０００ｍ
市大会 女子５，６年 ８００ｍ
寺崎 遼哉（4位 3：29.0） 村上 慎朔 村上 慧朔
小林 珠己（4位 2：55.0） 小島 優空
市大会 男子５，６年 ５０ｍＨ
清水 結衣
渡邉 勇希（１位 8.3） 松木 幹大
梅本 嵩
市大会 女子５，６年 ５０ｍＨ
市大会 男子５，６年 ４×１００ｍ
今井 さくら （2位 9.5）
井上雅斗 渡邉勇希 小金澤七翔 吉岡 駿（3位 58.3） 萩原 綺星（2位 9.5）
∮ ♪∮ ♪∮ ♪∮ ♪ ∮♪ ∮♪ ∮♪
小寺 悠夏（5位 9.9）
市大会 女子５年 １００ｍ
市大会 女子５，６年 ４×１００ｍ
小田島 美恩 （1位 14.3 大会新）
中島和奏
小田島美恩
深尾 愛瑠
清水 結衣
小島優空
小林珠己 （1位 58.7 大会新）

市大会
松木
浦野
市大会
濱﨑
市大会
矢口
市大会
堀口

男子５，６年 走高跳
幹大（4位 1ｍ20） 田中 大介（6位 1ｍ15）
迅
男子５，６年 走幅跳
塁兜（4位 3ｍ75） 佐藤 楽生
小金澤 七翔
男子５，６年 ボール投
凌
古里 羽琉
山本 大樹
女子５，６年 走高跳
愛音（4位 1ｍ10） 今井さくら
平形 凪麗

市大会 女子５，６年 走幅跳
小田島 美恩 （1位 3ｍ88）
石井 洸
澤田 千恵梨
市大会 女子５，６年 ボール投
浦部 かのん （2位 44ｍ54）
神戸 美空（6位 40ｍ27） 金井

県大会 女子５年 １００ｍ ※手動記録は市との比較ができるように表示しています。
小田島 美恩 （1位 13.75 ）※手動13.51
県大会 女子５，６年 ４×１００ｍ
中島和奏
小田島美恩
小島優空
小林珠己 （5位 56.95）※手動56.81

美望

県大会 男子５，６年 ５０ｍＨ
渡邉 勇希（6位 8.17）※手動7.93
県大会 女子５，６年 ５０ｍＨ
今井さくら （9.80） 萩原 綺星 （9.98）
県大会 女子５，６年 ボール投
浦部 かのん （41ｍ53）
県大会 女子 友好１００ｍ
柿澤 華奈（15.83）

市と県の陸上記録会において、上記のとおり本校の選手は素晴らしい
成績を残してくれました。市の大会に参加するだけでも立派ですが、県
の大会においても上位入賞を果たすなど、原市小の存在を大きくアピー
ルしてくれました。このことは、何事にも代えがたい貴重な経験ですね。
この選手たちを支えてくださったすべての皆様に、感謝を申し上げます。
先日の表彰朝礼でも紹介させていただきました皆さんです。おめでとうございます。
お詫び：体力優良賞は５６名（さすが原市）と、人数が多いので、紙面の都合で割愛させ
ていただきました。ご家庭で賞賛と励ましのお言葉をかけていただけると幸いです。
◇交通安全ポスター ※敬称略
最優秀賞 三木 実子（２年）
優秀賞
笹原菜々美（１年） 櫻井ユリア（３年）
◇文化財愛護ポスター
優秀賞
中里 桜彩（６年）
佳作
眞下 あや（６年） 山田 遥加（５年） 小林 愛依（５年） 千葉 宙（５年）
◇ぐんま昆虫の森「虫の絵」作品展
入選
酒井 春葵（３年）松澤咲姫菜（３年） 鈴木 勝介（２年） 吉岡宗一郎（２年）
宇佐美遥空（１年）加藤 梛 （１年）
◇理科自由研究
優秀賞
田中 大介（６年） 有阪 怜（５年） 髙橋 蒼生（４年） 田島 己暖（２年）
努力賞
桑原愛実・立石真愛・小林陽奈（６年） 近藤 澄和（５年）
※連名のものは共同研究
松本寧々・美齋津舞子・五十貝咲紀（４年）

受賞者続々

行事予定１１月

（→再掲）

６（火）朝礼（人権について考える）
７（水）委員会活動⑧
８（木）集金日
不審者対応避難訓練 ←注目
９（金）おひさまフェスティバル１年生
１２（月）要請訪問（授業研究会）
５年生理科見学
１３（火）全校音楽集会
５年生理科見学
１４ （水） 持久走大会・クラブ活動⑧ →別紙ご案内を
１５（木）小中作品展（～18日）
ご覧ください
１６（金）※持久走予備日
２０（火）感謝の会
２１（水）クラブ活動⑨
２３（金）勤労感謝の日
２８（水）授業参観日（１、２、３年、７、８組）５校時
２９（木）授業参観日（４、５、６年）６校時
３０（金）※市人権教育講演会のため下校時刻調整

行事予定１２月
１（土）市小学生駅伝競走大会
３（月）計画訪問→教育委員会来校
４（火）朝礼
５（水）委員会活動⑨
７（金）人権教室（２，３年）
１１（火）表彰集会
１２（水）クラブ活動⑩
１３（木）集金日（５・６年）
２１（金）２学期終業式
２２（土）冬季休業（～ １／６）
今学期も残すところ授業日数でいうと３４日となり
ました（11／5～）。記録的な猛暑だった夏も、過去の
記憶となりつつあります。毎日が成長の小学生にとっ
て、一日一日はとても大切な意味をもちます。日暮れ
も早くなり、寒暖の差も大きくなります。元気に登校
し、笑顔で帰宅できますよう、お子さんの健康管理に、
特段の配慮とさらなるお力添えをお願いいたします。

