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i　朝から鳴き続けるセミの声に暑さも倍増する1週間
BでしたQ学校中の窓は全開｡でもか-テンを閉めると

風は抜けず､汗を拭きながら捜菓している状態です｡

せめてもと､冷たい水の出る学校の水をサービス中｡

日の授業にプール学習を入れながら､なんとか過ごしているところですo

また現在学校でも1 5%節電を実行していますo　もちろん子どもたちへの悪影響には

配慮をしての節電｡

売窺仏晦ぼ耶欠席0
今年度､全校欠席oの記録は授業参観日(7

月6日)と本日(7月15日)の2回となりまし

たo　インフルエンザの旅行を乗り越え､やっ

とみんなの元気な顔が揃いました｡心なしか

教皇から聞こえる子どもたちの声もテンショ

ン上昇中｡学校で過ごしていると｢張り切っ

ているな｣ ｢締まっているな｣ ｢表情に明るさ

がみえるな｣と子どもたちの充実した様子を

感じる時がよくあります.今日はそんな日で

した｡

明日から3連休･｡夏休みももうすぐです｡

元気な姿で学校-送り出してくださっている

ご家庭の皆さまに感謝です｡

昨年度二戸市小･中学校校長会が本校と中

仙中学校-視察に来られたのに続き二戸市か

らまた視察がありました｡しかもユ1日(月)

午後2時気温35度という時にユ5名の方々

が｡翌日午前は､中仙中学校-.熱中症が心

配されるような状況でしたが､スキルタイム
･全授業の参観をしていただきました｡ ｢中

仙モデル｣という授業改善の内容や少人数学

習とTTによる授業づくりの工夫､家庭学習､

学習環境づくりについてなど様々な質問を受

けました｡全国学力テストでとらえた現題を

いつまで､どんな方汝で､どこまで改善する

かという検証改善サイクルで実施する時に､

秋田県の場合は客観的評価のできる学習状況
一一､　　　　　　　　　_∫

さようなら　お元気で

1年松組　児玉さくらさん

保護者の方の勤務先の変更に伴い鹿角

郡小坂町立小坂小学校-転校となりまし

た.あの停電の中行った入学式も忘れら

新しい土地､新しい学校での

祈りしています｡

中仙小学校児童は. 220人になりました

り､大仙市教育夢見会では課席改善のために
｢フォローアップシート｣が作成され､中仙

地区教育研究会では6校で小中連携した取り

組みをしているという組織の力の大きさを改

めて考えさせられましたD　校内に一歩入った

だけで直感的に生徒指導の行きとどいた学舎

と感想を述べた先生がおりました｡一人ひと

りを大事に認め､ r中仙しぐさ｣など児童が

主体的に箆棄している学校文化が空気になっ

ていたこと.本校職員の日々の青みが一瞬の

内に響いたことo　うれしいことでしたo

学校を拓いて学ぶ

二戸市教育委員会　学力向上推進委員視察から

∑Fザ･和しン宗匡

わんぱく相撲中仙大会中仙場所出場するチャレンジャー決定
夏休みに入ってすぐ､ 7月27日(水)9時から中仙場所が開催されますD　かねてより募集

をしていた出場選手が次のように決定しましたD　相撲は日本の国技｡その魅力から3回連続

出場選手もいます｡チャレンジをする1 0名の白星を期待してご紹介します｡

6年　伊藤　　玄さん,藤田隼輔さん.西嶋祐人さん

5年　戸鳩　美海さん､西嶋一倍さん,長鐸謙斗さん,佐藤龍磨さん

4年　熊谷槻一郎さん､鈴木天斗さん､高橋結人さん

補修されたばかりの中仙小学校相撲場でいよいよ練習が始まります｡どうぞ中仙場所には､

地元中仙からの応援もよろしくお願いします｡おじいちゃんやおばあちゃんも大相撲にいら

してくださいo　中仙4小学校から未来の横綱候補が集まります｡
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前期前半を終え､いよいよ明日からrg休み｣｡子どもたちにとっても梯々な災幸や困難なこ

とを乗り越えた4ケ月でしたo保護者の皆さまには､事あるたびご理解とご協力をいただき本当

に感謝申し上げます.まずは､ 1ケ月間の夏休みを安全に過ごしていただけるよう重ねてお顔い

します.ご心配なことやご相放あるいは緊急事憶発生という時には､連絡を取｡合いネットワー

ク網を密にしていきたいと思っています｡学校には､土･日を除いて毎日職員がお｡ますo内容

によっては､担任や地域担当職鼻へ直接連絡をお願いします｡

さて､子どもたちはそれぞれに｢夏休みマイチャレンジ｣を決めれた｡ ｢やってみよう｣

と挑む気持ちを持たせたい･やるからにはや｡方を考え挑んでほしいのです｡ ･夏は生き物を大

きく成長させる魔絵の季節｡必ずやチャレンジャーの味方になってくれるはずですロ『得意分野

をありったけチャレンジ?』 『不得意克服チャレンジ?』どちらも価値あるチャレンジです｡たと

ぇ失敗れても夏休み途中で他の方法に切り替えるとかレベルを下げてみるとか改善をしながら

のチャレンジ成功を応援しています｡

また､子どもたちは｢お手伝い｣も改めました｡お風呂掃除なんか一石二鳥｡ゴミだしは､夏

休みに限らず実行している子もいましたD実は､本校の子どもたちはすごい力をもっています8

それは､一一人前の働き手であることです｡たとえば長い休みに入る前の準備は､カを合わせて~

生懸命にやりました｡花煙の草取り～亮壁です｡さつまいも畑の除草～完壁です｡枝豆畑の除草
～完壁です｡汗をぬぐいながら黙々と働いていましたBしかも､ 1年生だからやらなくてもいい

のではなく1年生も-人前できるからすごいのです｡大清掃～蜘妹の巣を取り･物を寄せて拭き､

黙々と働きましたd下足棚～土汚れを落とし拭きました｡校内ワックスがけ清掃(8月18 ･ 1

9日)のための教室備品移動～全教室やりましたo仕事の理由や方法を納得して働く子どもたち

に｢タメロ｣はありません.それがすぼらしいのです｡学校では､ほうきとち｡と｡を持って掃

き掃除をしていますoバケツに水を汲んでぞうきんがけklJています｡横拭きと縦拭きができま

す｡玄関掃除もできます｡また､給食の盛りつけや後片付けができます｡今回臥汗をかきなが

らも一生懸命に働く子どもたちの姿に良さを発見しました｡下級生のめんどうをみながら､仕事

を教えながら､やる気にさせながら､チームワークを作っている6年生には学ぶ床も多いですC

家族関係も家庭の仕事をしながらつながり合えるような気がします白家族会議で準定した鳩手

伝い稚軌が継続してできますようにo ド-てやらね｣と気合いをかけるよ｡ rうれしいな｣

rよかったな｣とやったときに声をかける作戦で心で臥最高の'我が家の夏休みを｡

学校アンケート
中仙小学校の営みに､前向きな評価をありがと

うございました｡これからもみんながチャレンジ

ャーになって子どもたちを育てていきましょう｡

窓ふき作業
pTA窓ふき作業が計画されていますB昨

年は､親子一緒の参加者で磨きました｡

期日　9月4日(日)

∑罷.チヤレン苛三
第39回秋田県小学生水泳選手権大会
期日　平成23年9月4日(日)

会場　秋EE]県立総合プール

種目　平泳ぎ

参加　藤原愛佳さん

全校児童数　219名になりました
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膏に鮮魚た手やレンジャー2 79Å

元気満々啓顔が蟹弓をl蓉L'庶

夜明けと典に一心に鳴く蝉の声がうだるような暑さに拍車をかけていた夏休み｡汗だくになり

ながらもそれぞれの｢マイ　チャレンジ｣に向かいながら､自分の良さを発見したり､家族のつ

ながりを再発見したり､夏を謳歌したことでしょうo　おかげさまで｢事件.事故0｣｡家庭と地

域の力が､子どもたちの楽しい夏休みを作ってくれたと思います｡本当にありがとうございまし

た｡プール監視人を引き受けてくださったPTAの皆さま,ご難儀をおかけしましたD

子どもたちは､夏休み中の成果をいっぱいかかえて登校しました｡なんといっても一ケ月の休

み明けです｡一日も早く学校生曙のリズムに慣れて9月を迎えたいものです.

おおにぎわいでしたプール開放
あいにくのお天気で気温も低(かったり､藻が発生したり

と赤旗にせざえるをえない日もありプール開放日は1 3日で

した｡そしてお客さんは､ ｢947人｣｡ほんとによくきて

くれました.

プールに来るためのスクールバス運行も有効のようです｡

水泳教室でばっちり泳げた｢背泳ぎ｣
｢水に浮ける｡でも息つぎを練習したい｡｣という願いを

もって応募したのは7 0人でした｡水泳指導者高橋栄子さん

の｢やる気をひきだす緒草陰｣が子どもたちをぐいぐい水

の世界-引き込み､水と一体になって力まず泳ぐ方法を教

えていただきました.本校職員も一緒にプール-入り　.

泳げた実感が大きな自借をもたせるという駅でr背泳ぎ｣

にも挑戦しました｡

｢: -FI:

7月28日(木)第26回わんぱく相撲中仙

大会･中仙番所が行われました｡ 10名の選

手は,待ったなしの大相頻削与勝負をかけ健闘

しましだご相撲は､礼に始まり礼に終わると

いう日本の由技ですB中仙地区小奉校4校の

息き交流の場ともなりました｡現在大仙市で
土俵のある小学校､しかも大会を開催してい

るのは中仙地区だけですから､舟重なチャレ

ンジ体験だと思います｡

大会前には､渡辺金治先生から心構えと基

礎を学んだ弟子たちでした｡

空士ら東栄涙金に出演

ドンパン祭りでもささら舞を披露してい

るささらクラブ♭今度は｢仙北地方ささ

ら大競演会｣に出演します.東日本大震

災犠牲者追悼.東北復興祈願を込めたさ

さらを師ります｡ (裏面をご覧ください)

☆期日　8月28日(日)

☆時間　17時

(子どもささらの都1番に出演)

たざわ潮芸術村
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学習発表会テーマ

二√ゝ　児童会は､ 9月19日(月)に行われる学習発表会のテーマを決定しま
｢みんながスター｣ ～一人ひとりが主役となってかがやいてほしい

- ｢222の花　さきはこれ｣ ～みんなの才能をいろいろな場面で発揮し

-､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L-

友だち再発見をしたり　新たな自分を発見したり､ ｢みんなとやれてよかったJと　糠

満足感を得たりと大きな収磯をしていきます｡出し物の準備等なにかとご家庭-お顔｢

いすることもありますが　ご協力をお願いしますo

･一･■　F=二J Pq,1. ､ L　~　:il･　i ` . ､こ,,　　㌔二㌔　.や　㌫.

もしものときに備えて

｢大仙市中仙地域総合防災訓練｣見学

あいにくの雨に雨具の準備も整わず､残念でし

たが急速1 ･ 2年生は見学を取りやめました｡

中仙中学校会場で行われた｢防災-り救援物資

搬送｣ ｢河川内救出訓練｣など日常目にすることの

ない訓練.大きな被者をもたらした台風12号で

も人命救助をしてくれる消防士や自衛隊の姿があ

りました｡私たちもたとえ想定外といわれる災賓

に遭遇しても｢判断｣して｢行動｣できる教育が

必要だと考えていますC
【河川内救出訓練】

ザ･夢やBPン･>　おめでとうございます

優秀賞
第1 9回秋田県バンドフェスティバルで金管

バンド部22名の演奏した曲｢文明開化の鐘｣

は､みごと優秀賞に輝きました｡

夜明けを思わせるようなストーリー性ある音

楽をみごとに創り上げていたのには､会場のお

客さんもうっとり｡大きな拍手をいただきまし

た.学習発表会での演奏をお楽しみに｡

優勝
山形県庄内町で開催された第4回梅

木杯ミニバスケットボ-ル大会に招待

された中仙ラビズは､なんと優勝の栄

冠を手にしました｡そして木元美穂さん

が最優秀選手東｡伊藤公毅さんがベ

ストコ-チ賞を受賞o

｢がんばれ東北｣の交流もできた遠征

試合だったそうです.

第53回児童生徒席書会大曲仙北大会
硬筆【特賞】2年たかはしここなさん

【優秀賞】1年いとういぶきさん､おだながえみるさん､さいとうひかりさん.たかはしあやさん､

たかはしりおさん､とみおかさつきさん､ふじわらゆなさん､みうらひろむさん

2年小まつゆいさん､さとうきょうすけさん､滞Efl造輝さん､高はしめ生さん､

とばりゆうとさん､ふくやまゆいさん､よこやまれみさん

【優良賞】1年いといゆうまさんいとうとじきさん･いとうまさはるさんきもとくうやさん･

くまがいしゆうほうさんこまつひろむさん･ささきしゆうじさん･ささきしゆんたさん

ささきゅうとさん･ささきゅうとさん･さとうののさん　f=かはしきょうさん.

たかはしゆうやさんたぐちふうさん･とみおかゆうやさんふじかわひろとさん

ふじしまほのかさん･まちたれなさん･みうらあゆさん･ゆかわはるとさん

2年あき山りおんさん･秋山りくさんいとうみつきさん上のしようたさん一

おおのはるなさんかがやふうやさんきもとY坪やさんくまがいたくとさん

くまがいとしまささん･くまがいなつみさん･くま谷ふうかさん･くまざわたかあきさん

ささきりこさん　さとうみずきさんさとうりくさん　しぼたゆうなさん　すず木み〈さん

すずきももかさん高はしひだかさん高はしみ月さんたかはしりなさん

でんのうあおいさん･としまいぶきさん･とみおかまひろさん･とみおかむさしさん･

ふじ原のりふみさん三うらしゆうごさん　山形るいさんよしかわいこいさん

よしむらだいちさん･わたなべまさ牽さん

条幅【銀賞】4年藤原萌生さん

【銅賞】3年三浦誓太さん4年鈴木天斗さん･高橋呈湖さん5年木元駿佑さん

半紙【金覚】3年熊谷萌瑛さん柴田治佳さん､ 4葬帯棟里湖さん･藤原萌生さん､

5年舞藤帝矢さん･藤原愛住さん

半紙【銀賞】3年伊藤意さん･門脇柊さん木村喝人さん･熊谷晴人さん･千葉明日美さ

君島谷美月さん･杉本真規さん･市振未羽さん･九嶋駿さん･冨岡咲良さ

長淳怜々恵さん･藤田腸香さん　6年吉村愛鈴さん

半紙【銅賞】3年岩田怜馬さん.大釜聖生さん熊谷催吹さん熊谷押太さん熊谷仁さん

小松歩夢さん･小松史弥さん･佐々木薮さん･佐藤軸花さん.佐藤良威さん･

岸田抽希さん･高橋歩羽さん･高橋叶夢さん高橋瑚菓さん一高橋亮太さん

冨岡晃生きん･中川尊登さん.藤原東都さん･三浦醤太さん芳谷優羽さん/

鈴木天斗さん　6年木元債香さん

(表面もご覧くださいQ )



明日19日､敬老の日は､本校の学習発表会の日でもあります｡すでに予行練習を経て本番ま

っしぐらの子どもたちoとにかく一生懸命に発表する子どもたちをご輩いただきたいと思います｡

尚､体育館は3 0度を超すような暑さであり､また幕で密閉状鯨のステージ上で熱演するのでス

ターたちは汗だくですDそれで今回は､ステージに扇風機を設置したり､照明効果の必要な演目

のみ暗幕使用としたり､会場の暑さ対米を取っておりますが､うちわの持参など工夫をされてお

越しいただきますとありがたいと思います｡

では､全校児童･職員が皆さまをお待ちしております｡

オー･プニングとフィナ
ーレは､全校児童の出番

見逃せませんo

中仙地域の敬老会で4小学校代表児童が作文発表
6年冨岡直樹さんが､参加されていた方々へ次のように語りかけました｡

おじいちゃん.おばあちゃんへ

ぼくは､おじいさんおばあさん方が大好きです.

ぼくのうちには､おじいちゃんおばあちゃんがいます｡そして､近所のお友達が毎日のように遊びにき

ますo近所のおじいさんーおばあさん方は､ ｢おはよう｣｢おかえり｣といつでもぼくに優しく声をかけてくけ

ます｡ずっと小さい頃から､そんな中でくらしていたから､おじさんおばあさん方が大好きになったのだ

と思います｡

ぼくは､ Eまくのおじいちゃんおばあちゃんが大好きです. Eまくのおじいちゃんは､柔道が好きで､柔道

の詩をよくしてくれます｡柔道の話から学んだことは､いろいろあります｡ ｢体を丈夫にする｣ということも

その-つです｡おじいちゃんは｢食べ物を毎日きっちり食べなければ､体が弱ってしまう｣と未到にぼく

に語ってくれる時がありましたoぼくは､今もその言葉を守っています｡

ぼくのおじいちゃんには､もう一つ感心するところがあります｡それは､何でも作れるということです｡

身の回りの物だったらたいていの物は､直したり新しく伴ったルて便利に暮らせるようにしてくれます｡

ぼくのおばあちゃんは､朝から晩まで仕事をしていますo朝は早くから仕事場へ出て行くので､ぼくが

起きている頃にはもう豪にはいませんQ夜は､ぼくが寝る前にやつと帰ってくるくらいおそくまで仕事をし

てきますQおそくまで仕事をしてくるので､居間でぐっすり寝ている時もありました｡よっぽど疲れたんだ

なあと思う時がたびたびあります｡そうやって頑張ってくれた中からぽくら兄弟に毎月おこづかいをくれ

ます｡本当に感謝します｡ぼくのおじいちゃん､おばあちゃんは､頼りになるし誇りに思います｡

今日､この会にお集まりのおじいさん､おばあさん方oまた､今日はここに集まれなかったおじいさん

おばあさん方もきっと知恵と工夫が豊富で一生懸命に働いてこられたのだろうと思っていますBぼくは､

心から感心します｡

大好きなおじいさんおばあさん方､これからもお元気でぼくたちにいろいろなことを教え伝えてくださ

い｡いつも本当にありがとうございます｡

えるために日々校舎･校地の施設管理をして

います｡ 40年という歳月による｢老朽化｣

を避けることはできませんが､優先順位をつ

けながら､予嘗措置をつけていただきながら

リニューアルしていることをご紹介します｡

グランド入りE)　葦

雪解けと共にグラ

ンド(野球マウンド)

へ入っていた採石｡

除雪された雪が稗み

重ねられていた場所

でもありました｡

学校敷地分､舘裳がばっちりです｡

掲措塔捕修
あいにくの雨運動

会でなかなか利用で

きませんが､中仙陸

上交流会で使いまし

た｡腐食部分を補修

したので来春の運動会は､大丈夫ですD

土俵の梢修
中仙場所に間に

合わせて補修工事

をしていただきま

した｡工事には､

相撲経験のある方

もいらして本物の土俵になっています｡

中億の補修
昨年度から継続している中庭工事です｡埋

め立てた池の上の舗装も完成し廊下通路も整

備されましたC　子どもたちの憩いの場として

愛されています｡

儀のrhJlスtLq寸

業者の技により､ピカビカになりました.

T2-1L関係

砥気､排水を修繕して遊泳可b　しかし天候

のせいか藻の異常発生で水の交換をしました｡



体育館いっぱいのお客さんをお迎えして行うことができた学習発表会｡全校児童が一人一役を

担い､全ての演目をこれまでの最高のステージにしました｡これもひとえに保護者の皆さまが子

どもたちに期待を寄せながら励ましや準備を共にしてくださり､そして何より学習発表会-足を

運び温かい柏手を送ってくださった賜です｡子どもたちは､照れくさいなあと思いながらも家族

に誉められたり諸掛こしてもらえることは大きな喜びです｡

また､児童会ではテーマを設定し､玄関前には大仕掛けな看板設定､ポスター作成と配布と広

報括動をしたり､体育館の全壊づくりやステージ発表の裏方等々5 ･ 6年児童の威力は最大級で

した｡後片付けまできっちり自分たちの仕事として実践に移している6年生長高学年の仕事は､

きっと5年生-と伝授されることでしょう｡

学習発表会の感想から
☆　たいへんすぼらしい発表会でした｡一人ひとりが本当

にカッコ良かったです.

☆　みんな元気に楽しそうに発表していてとても丘かった

です｡

☆　いっぱい元気をもらいましたo

☆　子どもたち一人ひとりの努力とその成果が発揮されて

作られた大成功の学習発表会でした｡みんなが輝いて見

えました｡このパワ-で希望と未来に向かってがんばっ

て下さい｡

☆　最初から最後まで楽しませてくれました｡ 5･6年

生が中心になって舞台､照明などの係を持って一生懸

命がんばっているのがとてもよかったです｡オープニ

ング､全校音楽､フィナーレのあいさつよかったです｡

ありがとうございました｡

☆　全員一生懸命に参加している姿がみられ楽しく見学

できました｡明るく仲良しな事が分かります｡未来の

チビもたちの発展を期待致します｡先生方の頑張って

いらっしゃる様子.うかがえます｡ありがとうござい

ました｡

☆　マルマルモリモリが楽しかったです｡

みんな-生懸命で感動しました｡

☆　声が大きく元気で点かった｡

☆　全校生徒みんな先生方の大変な頑張りを良く知ること

ができましたo　とても楽しかったです｡ありがとうござ

いました｡孫は今年で終わりですが､また来たいです｡

☆　高学年のお兄さんやお姉さんたちは.自分の発表以外

にもいろいろ役割があって忙しそうでしたが,この学習

発表会を成功させたいという気持ちがとてもよ(伝わり

感動しました｡

☆　孫の誘いでまた中仙小学校の学習発表会を見に来まし

たd　短い発表時間に良く､しかも分かりやすく自分たち

のタイムトラベルをまとめたものだと感心しました｡管

楽器の演奏にも感激致しました｡そして.自分たちの郷

土をしっかりと継承しているふるさとクラブ大事にした

いものです｡みんなすぼらしかった｡



稲かれば　小草に秋の　日のあたる　与謝蕪村

秋晴れの続いた1週間でしたが,初冠雪の二ェ-スも届く1 0月へと一気に進められてしまい

ました｡稲刈り作業の方はいかがですか｡米づくりに携わっていない者でも､たわわに実った稲

穂で黄金色に広がる田んぼを見るとここで生きていることを誇りにさえ思います｡喪災の今年は､

なおさらです｡

さて､お天気に強い5年生は､先月26日から28日まで2泊3日の日程で｢大仙市宿泊体験

学習｣を行ってきました｡角間川･飯田･大川西根の鹿家民宿を基点として数々の体験学習を展

開したわけですが､大人でも『わくわくどきどき』D　久しぶりに頭と心と体のマッサージをした

ような新発見と再発見と感動の連続でした｡

野鳥観癖をしたことはありますか｡近くに民家や建物もない崖っぷちのあたりの木や沼､林､

森などにいるんですB　カラスやすずめとは違う野鳥が　B　双眼鏡でのぞいてみる野鳥観察に子ど

もたちは『かわいい』となかなか離れようとしませんでした｡コガモだって改めて観察すると美

しい色をしていました｡中仙は野鳥の住める自然衆境と自慢できそうですB

また､飯田沼で行った魚釣りでは､真剣熱中の時間となりじっと続けていたいと願う子がでる

ほどでした.飯田沼を守る会が組織されており､いつも整備されているつり沼です.生きている

魚をつかむことも帰る時にはまた放してやることも体験できたわけですQ

産業会館で大曲の昔語りを聞いた時は､畳にひざっこをついてじっと耳を傾ける子どもたちD

小松煙火店さんでは､社長さんの花火師ならではのスカイ･マジックに時間の経つのも忘れて

工場見学.姫神工房さんから手ほどきを受けた竹細工は､カブトムシと来年の干支辰づくり｡自

分の手で作るものづくりは､同じものが2つとない個性的な竹細工の完成となりました｡同じく

農業科学館を会場として米粉パンづくり｡やはり食べることになると､粉をこねる力加減にも強

さを増し生地のできあがりとなり､子どもらしい形のパン-と創造力をふくらませるわけです｡

店には出ていないようなかわいい動物パンや立体動物パン等々焼き上がりを待つ時間も幸せなひ

とときでした｡準備や後片付け､指導者-の言葉づかいや挨拶も欠かせぬ学習であることを体験

で学ぶこともできましたD

農家民宿では､いもはりや稲刈り作業の他カレーライス･いものこ汁･おにぎりなども作りま

したo　自宅を離れ､友だちと助け合って朝から晩まで自然とふれあい人とふれあい､ものづくり

をした体験学習｡無事終了して､今､子どもたちは､何を感じ何を考えたのかをまとめています｡

次の機会には､子どもたちのまとめをご紹介したいと思います｡

中仙地区連合pTA主催で行わ

れた秋山仁先生の算数スベクタ

ルショーは､集まった中仙地区

4小学校の5 I 6年生と2中学

校の生徒と　PTA､地域の方々を

策数･数学の世界-と隣ってく

れました｡ ｢だれかやってみた

い人はいませんか｣という秋山先生の言葉にすぐ挙手をしたフ

たこともありチャンスをものにした二人が登賂し■たわけですB

秋山先生はNI{KのTV講座の

講師としても知られていますが､

手作りの教具(模型､仕掛けや

カラクリ､実験器具)も持ち込

まれ｢なるほど｣と納得させて

くれました.

最後には､ 『苦手なことにも

挑戦をしよう』と55才から始

められたというアコ-デオン演

奏を披露C多才な方のようです｡

お願いした色紙には『元気い

っぱい　夢一杯』 『大自然のも

と自然の教えを聴きましょう』

と書かれてありました｡学校の

算数コーナーに掲示してあります｡  【この日使用されたシートを裏面に掲載してます.】



平成2 3年度の前期を終えました｡震災後､停電の入学式でスタートした1年生も春から夏そ

して秋を迎えました｡運動会や学習発表会など学校の大行事も､リーダー性を発挿した児童会の

2 2 2%パワーで笑顔満開でした｡

本日ご家庭-差し上げた｢輝くひとみ｣は､前期の学校生活をお知らせするものです｡

｢行動面｣ ｢学習面｣共に､ ｢ここまで到達してほしい｣という規準に照らして評価をしてい

ます｡ 3年以上はr総合的な学習の時間｣､ 5年以上は｢外国静括軌の学習状況も載せていま

すbまた､一人ひとりの子どもを良く理解し学校生宿を共にしている担任からの所見は､大きな

励ましになるだろうと思います｡ ｢ぼく･わたしのチャレンジ｣欄は､それぞれ自筆で書きまし

た｡学校の教育目標とつながる大切な欄です｡ 『練習をしてできるようになった』 『友だちと一

緒にやったらうまくなった』『1日17回音読して読めるようになった』　そうした努力をぜ

ひ認めてはしいものです｡日梗やめあてをもって､がんばる力をぐんと伸ばした子どもたちです,

秋休み､といっても1 3日(木)からは後期開始です｡ ｢さあ､今度は00にチャレンジだ｣と

張り切って登校した子どもたちと後期始業式を行いたいと思います｡事故oでお願いしますC

なべっこ遠足
秋晴れに恵まれました｡ (ほっとしました)

ふるさとの山､八乙女山に出かけてのなべっこ遠足は､たて

わりどんぽんグル-プで活動をしました.家庭の畑から収穫し

たてのいものこやさつまいも､にんじん､ねぎを闘魂したいも

のこ汁や豚汁は､鍋を空っぽにするほどのおいしさでした｡た

き付けも煮炊きも毎年行っていると伝授されてどのグループも

手際よくできました｡

それにしても毎日どんぽんグループで清掃をしているせいか

とても仲のいい子どもたち｡仲間関係がこれほどまでに成長し

ていたのかと好きましたD ｢00にい｣ ｢00ねっちゃん｣と呼

ぶ声は兄弟そのものの声白　グループで遊ぶ時には､ 1年生のや

りたいことを優先したり､迷子にならないようにめんどうをみ

たりと異学年交流の成果です｡相手を思いやる気持ちは､自分

がかわいがってもらえた心地よさあってのこと｡子ども同士の

かかわりがほんとに必要です｡

同じ釜の飯を食べる仲　同じ鍋を囲む仲･本校の行事では欠

かす事のできない行事になっています｡

匪準琴軍撃準郡前期にがんばったこと

2年松組　佐々木　りこ

わたしが二年生になってからがんばったことは二つありますD
-つめはべんきょうですo　じゆぎょう中は先生や友だちの話をしっかり聞くようにしましたo

そして､じぶんの考えもいっぱいはっぴようしました｡しゆくだいもうちにかえったら､すぐに

やりましたo　これからもがんばります｡

二つ捌こがんばったことば体をうごかすことです｡わたしはとびぽこがなかなかとペませんで

した｡でも､､あきらめないで何回も何回もちょうせんしました｡はじめてとべたときはすごくう

れしかったです｡休み時間には-りん草にもちょうせんしました｡学しゆうはっぴょう会にむけ

て､毎日いっぱいれんしゆうしました｡本ぽんでメリーゴーランドというわざもせいこうしまし

た｡れんしゆうしてよかったと思いましたD
■　わたしはこれからもいろいろなことにちょうせんして､できることをもっとふやしていきます.

ぼくが前期にがんばっこと
5年松組　熊谷　聡

ぼくが前期がんばったことは､スポ少の野球です｡今日までに2つの試合がありました｡その

中の一つの試合を紹介します｡大会かま神岡予選という大会です｡ぼくは､ 2試合中の2試合に

参加しました｡ 1試合日は､清水小とやりました.ぼくは､ 3打数3安打といっぱいヒットを打

てました.チームも23対2で勝ちました｡ 2試合日は豊岡小とやりましたo　ぼくは､ 3打数2

安打とまたたくさんヒットを打てました｡だけどチームは､ 15対3で負けてしまいました｡で

も準優勝だったのでうれしかったですo

明日から始まるファミリーボール杯では､ベスト4まで凍りたいです｡これでぼくの発表を終

わりますD

《二人とも落ち着いてゆっくりはっきりお話ができました｡》

ザ･芋やレンジ　ぉめでとうございます

第4 6 Eg大曲仙北児童生徒理科研究発表会

☆学校果

☆奨励賞　6年　木元　鹿毛んr野菜と果物の甘さJ (秩臼県大会の発春代蓑)

☆奨励賞　6年　木元億花さんrl O円のよごれは何で落ちるかJ

☆柴励豊　6年　鈴木凌平台んrリトマス紙を?くるJ

☆尭励宜　6年　藤に隼輔さんr水溶液を調べてみよう｣

☆奨励賞　3年　中llr尊堂壱んr飲みものによってこおる速卓はどうもがうかJ

lスポーツ少年団の活腰】

☆第2 2回中仙秩学学童親善野球大会　準優勝　中仙ファイターズ

☆平成2 3年虎大仙仙北郡市リー9大会　優勝　　中仙おおた7ルテイスタ

学習発表会バザー｢食販部門｣の会計決算ができました｡裏面に掲載しておりますのでご

覧ください｡皆さまのご協力に感謝申し上げますo



弼

軒偉£把al

始業式の耗蓑から
はじめてマラソンをしました｡くるしかったですQ

マラソンをさいごまであるかないでがんばりますQ

(1年　ささきしゆんたさん)

ぼくは､ 2年松組の伊藤光毅です｡ぼくがこう

きr=がんばりたいことは､はしることです｡パワフ

ルタイムは､今までグランド2周ですが3周はしり

ます｡おうちにかえってからも車このまわりを十

周はしります｡そして足をはやくしてマラソン大会

で3いいないをとりたいですC

(2年　伊藤光毅さん)

ぼくがこうきでがんばりたいことは､マラソン大

会です｡ 1､ 2年のときも1位だったから3年生に

なってからも1位になりたいです｡あとは一人ペ

んきょうは8さつがんばったので､こうきには1 5き

つまでがんばりたいです｡

(3年　たかはし叶むさん)

ぼくが後期にがんばりたいことは二つあります｡
-つ目は国語です｡国語は後期に出てくる漢字

をしっかりふくしゆうしておぼえたいですD二つ目

は算数です｡算数は四年生になってぐっとむず

かしくにり東した｡角度の求め方､わり算の筆算､

わずか5日間のお休みでしたが､秋休みを終

えて後期です0　6年生は3月1 6日の卒業式､

1年生から5年生までは､ 3月21日　の修了

式をゴールとして歩みを進めていきます

修学旅行やマラソン大会などチビもたちが期

待している行事も間近｡ ｢やるぞ｣という膏

気込みをしっかり支えて一人ひとりが｢やっ

たね｣ ｢やってよかった｣と充実感をもてる

よう全職員の力を注いでいきます｡

おひさまのぬくもりに包まれた今日､久し

ぶりに『欠席o』となりました｡

元気いっぱいに後期スタートです｡

小数の計算などがあります.ぼくは小数の計算

がむずかしいので一人勉強ノートでくり返し勉強

して計算力をつけていきたいと思います｡

(4年　大野宙都さん)

ぼくが後期がんばりたいことは､ニつあります｡
一つ日は､社会の勉強です｡ 4年生のころはか

んたんだったのでちょっとばかにしていましたQで

もむずかしかったので､後期がんばりたいです｡

二つ目は､マラソンです｡去年は2位だったので

今年は1位をめざしてがんばりたいです｡

(5年　長滞謙斗さん)

わたしが後期にがんばりたいことは二つありま

す｡一つElは､算数です.前期より後期の方が

むずかしくなると患うのでがんばりたいです｡二つ

目は､あいさつです.地域の人にも学校の人にも

元気にあいさつをしたいです｡小学校生活ものこ

り五ケ月なので､悔いののこらない後期にしたい

です｡

(6年　吉村愛鈴さん)

ステージでの座り方､おじぎ､返事､原

3月の大震災のため､修学旅行の期日や行

き先を変更しておりましたが､ 6年生は来週
｢函館｣へ行きます｡ ･

18日1(火)19日(水)の1油2E]ですD

両日とも集団登校では4 ･ 5年生がリーダ
ーになりますのでご配慮をよろしくお願いし

ます｡

cM修学旅行告知スポット

ABS秋田放送

10月18日(火)午前11時30分頃

10月19日(水)午前11時25分頃

どうぞご覧ください｡

｢秋山多三郎商店さん｣､ ｢総合衣料　山嘉

さん｣がスポンサーになってくださいました,

I.㌔.㌔-d声..

E:小.こ上云､千..Lr._:､て佃.

｢大仙rF宿泊体験｣が9月26日から28Elまで､大曲地域の鹿家民

宿など6軒で行われ､中仙小学校の5年生33人が参加しました｡

農業に携わる方々と触れ合いながら､チビもたちに農業を体

験をしてもらおうと､大仙市都市廃村交流推進協祇会(古谷恭7-

会長)が中心となり企画したものD d

児童は､各宿泊先ごとのグループに

分かれて農作業に挑職｡農家の方々に

作業のコツを教わりながら､稲刈りや　J

野菜の収穫などを体験しました｡

また夜には､地元で採れた野菜を用

いた調理実習が行われ,いものこ汁な

どの郷土料理作りを楽しみました｡

∧乙女マ弓t/ン*会
八乙女タイムで鍛えてきた｢走る力｣

を解すときがきましたo　上位入井をめざ

して､また完走することをめざして全校

児童が参加してのマラソン大会｡

子どもたちは､ちょっと苦しくなって

も｢応援パワー｣で気を取り戻し自分の

力と戦えるようです｡どうぞ皆さまの応

援をお待ちしております｡

○期日　10月26日(水)

○日程　　8時50分　開会式

9時　　　　競技開始

10時40分　閉会式
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