
大仙市立中仙小学校 学校報（校長室だより） 第 ６ 号 平成２５年５月２７日

中仙地区小学生陸上競技交流会が24日(金) がらも、助走から元気よく走りました。

に本校グラウンドで開かれ、４小学校の４年 午後の100㍍走の決勝や400㍍リレーは接

生以上、約250名の選手が競い合いました。 戦が続き 応援にも熱が入り 本校からは 即、 、 「

全員でロックドンパンを曲に合わせて踊っ 席の応援団」が大会を盛り上げました。

たあと、いよいよ４年女子100㍍走から競技 走ることは運動の基本。そして目標に挑む

が始まりました。そして、自己記録の更新を ことはふだんの生活にも通ずること。このこ

めざして懸命に走る選手に、応援に詰めかけ とを、今後に生かしたいものです。

た家族や地域のみなさんから大きな声援が送 なお、大会運営に、中学校の先生や各小学

られました。また、女子の800㍍走や男子の 校の保護者、公民館職員のみなさんが競技役

1000㍍走では、各校の控え所からも絶え間 員としてご協力くださいました。ありがとう

ない声援が送られ、選手も力走しました。走 ございました。また、応援に駆けつけてくだ

高跳びや走幅跳びでは、跳び方にとまどいな さった地域の皆さんにも感謝いたします。

① ② ③

16"63 17"21 17"37４男 100m (中仙小) (中仙小) (清水小)□□ □□ □□ □□ □□ □□

15"24 16"50 16"54５男 100m (清水小) (豊川小) (中仙小)□□ □□ □□ □□ □□ □□

15"20 15"37 15"61６男 100m (豊川小) (清水小) (清水小)□□ □ □□ □□ □□ □□

16"22 17"05 17"18４女 100m (清水小) (豊岡小) (中仙小)□□ □ □□ □□ □□ □□

16"09 16"30 16"51５女 100m (中仙小) (中仙小) (中仙小)□□ □ □□□□□ □□ □□

15"53 16"10 16"13６女 100m (中仙小) (豊川小) (清水小)□□ □□ □□ □□ □□ □□

3'31"9 3'34"8 3'35"9男子1000m (豊川小) (中仙小) (中仙小)□□ □ □□ □□ □□ □□

2'52"7 2'53"7 2'58"3女子 800m (豊岡小) (中仙小) (清水小)□□ □□ □□ □□ □□ □□

1m15 1m10男子走高跳び (豊岡小) (中仙小)・ (中仙小)□□ □□ □□ □□ □□□□□

1m00女子走高跳び (中仙小)・ (中仙小)・ (清水小)□□ □□ □□ □□ □□ □□

3m51 3m34 3m28男子走幅跳び (清水小) (中仙小) (豊川小)□□ □□ □□ □□ □□ □□

2m95 2m77 2m76女子走幅跳び (中仙小) (清水小) □□□□ □□□□( )□□□□□ □□ □□ ・ 中仙小

1'09"70 1'13"23 1'14"05４男400mR 中仙小Ａ 豊岡小Ａ 清水小Ａ

1'08"70 1'10"36 1'13"44５男400mR 清水小Ａ 中仙小Ａ 中仙小Ｂ

1'04"27 1'05"06 1'05"49６男400mR 中仙小Ａ 豊岡小Ａ 豊川小Ａ

1'11"15 1'14"37 1'14"55４女400mR 中仙小Ａ 豊岡小Ａ 清水小Ａ

1'07"16 1'10"20 1'11"21５女400mR 中仙小Ａ 豊川小Ａ 清水小Ａ

1'07"35 1'08"00 1'09"93６女400mR 清水小Ａ 中仙小Ａ 豊岡小Ａ

ふるさと中仙で

学びを拓き 未来を拓き 夢ふくらむ中仙小学校

～夢に向かって 笑顔いっぱい みんなでチャレンジ～
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校内の廊下に、写真のようにペットボトル

のキャップを回収する透明の大きな入れ物が

置かれています。

キャップが400個

で子ども１回分の

ワクチンを買うこ

とができます。

キャップを捨て

ないで、こうして

集めることで尊い

命を救うことにな

若葉薫る５月21日(火)、さつまいもの苗を ります。この活動

マルチシートでおおわれた畝に、学年ごとに の輪をどんどん広

植えました。その中で、１年生は６年生に植 げていきましょう。

え方を教わったり手伝ってもらいながら植え この活動は環境委員会が担当しています。

ました（上の写真 。このように、さつまいも）

の苗を植える作業を通して、上級生が下級生

をやさしく思いやる様子や、その上級生を下 「ありがとうございました 「どういたしま」

級生が慕っている様子が見られ、ほほえまし して」 これは、さつまいもの苗を植える

く思いました。 時に手伝ってくれた上級生に下級生が述べた

ところで、この作業を始める前に、環境委 お礼の言葉と、それに対して上級生が答えた

員会主催の集会を体育館で行いました。初め 言葉。先生から教わりながら、みんなで声を

。 、にＪＡの方から苗を学年の代表児童がいただ そろえてできました 温かな言葉を交わした

き、その代表が「大きく育てたい 「おいしい ほのぼのとした場面でした。」

芋にしたい 「水やりをがんばりたい」と、が ところで、直接教わることない、ふだんの」

、 「 」んばりたいことや楽しみなことを全校の前で 場面でも 子どもたちに がんばっていたね

発表しました。そして、６年生代表が「さつ 「よく練習したね」と声をかけると、はにか

まいもを植えるのは小学校最後。心を込めて みながらも「ありがとうございます」と答え

育てたい 」と発表を締めくくりました。全校 られる子が多いなあと感じています。。

の前でのはきはきとした発表に感心しました 「ありがとうございます」は、モノをもら。

その後、環境委員会のみなさんが考えたさ った時に言えても、かけられた言葉に返すの

つまいもに関するクイズも出され、正解する はなかなかできないもの。でも、とても大切

たびに大きな歓声が上がりました。 なこと。この大切なことを、あたりまえにで

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ きることに感心しています。

苗を植えた次の日から、当番が水を如雨露

に汲んで畑まで持って行って、自分たちの畝

の苗に水をかけていました。まずは、苗が根

付いて茎が立つようになるまで、毎日欠かさ

ず水をかけます。子どもたちは、みんなで力

を合わせて大きく育てようと声もかけ合って

いるところです。

第２回大仙市バスケットボール協会会長杯
ミニバスケットボール交歓大会

中仙ラビズ第３位

おめでとうございます

さつまいもの苗を

みんなで植えたよみんなで植えたよ
１ ペットボトルのキャップを集めています

２ こころをつなぐ あたたかなひとこと

こころ こころ つないでこころ こころ つないでこころ こころこころ こころと をと を


