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「おはようございます」と元気なあいさつ 本日３月11日、東日本大震災で犠牲となっ

が校内に響いています。毎日の光景となって た方々に全校で黙祷を捧げました。そして、

いる朝のあいさつに、このごろ、特に声に張 全校のみんなで、一人一人がめあてを持って

りがあると感じています。さしづめ、文字表 生活することが大切だと確認し合いました。

記すると「おはようございます！」と ！ が 大震災に私たちは、日常のありがたさを教「 」

入ったあいさつです。 えられました。毎日、当たり前のように朝を

先日の児童総会で、あいさつを中心に《中 迎えられるような日常のありがたさです。だ

、 、 、仙しぐさ》にもっと力を入れていこうと提案 から 毎日をしっかり 簡単にはあきらめず

されたことが、広く実行されていると感じて 常に前向きに、みんなと支え合って生きる。

います。また、最後までしっかりとした生活 そのことをかみしめていきたいと思います。

をしようという意欲も感じられます。素晴ら

しいことです。

この朝のあいさつと同じように、５年生以

下は、卒業式の練習に立派な心構えで臨んで

います。６年生に感謝する気持ちが伝わって

くる態度です。また、６年生は凛とした姿勢 今年一年、子どもたちは、暑い日も寒い日

です。その姿勢には、小学校生活の充実感と も、風の強い日も大雪の日も、いつも元気に

中学校生活への希望や決意が満ちています。 学校生活を送りました。ときには、思い通り

、 、このように、子どもたちは、最後までしっ にいかなくて くよくよすることがあっても

、 、かりとやり遂げ、立派な成果をあげて来年に みんなで力を合わせ 一つずつ壁を乗り越え

つなげようとしています。まさに有終の美を たくましくなりました。これもご家庭のご協

飾るにふさわしい年度末となっています。 力のおかげです。心より感謝申し上げます。

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～

１分間の制限時間内に、連続10回以上跳べる【二重跳びマスター】

さん さん さん さん さん さん□□□□ □□□□ □□□□ （以上６年） □□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ （以上５年）さん さん さん さん さん さん

□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ （以上３年）さん さん さん さん

１分間の制限時間内に、連続100回以上跳べる【前跳びマスター】

さん さん さん さん さん さん□□□□ □□□□ □□□□□ （以上５年） □□□□ □□□□ □□□□

さん さん さん さん さん さん□□□ □□□□ □□□□ □□□□ （以上３年） □□□□□ □□□□

さん さん さん さん さん さん さん□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□ (以上２年) □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ (以上１年)さん さん さん さん さん さん

冬季のパワフルタイムで練習した縄跳び。その成果を発揮しよ

、 。（ ）うと積極的にチャレンジし みごと合格しました 参加は自由
（ ）縄跳び検定

有 終有 終有 終有 終 のののの 美美美美 をををを 飾飾飾飾 るるるる有 終有 終有 終有 終 のののの 美美美美 をををを 飾飾飾飾 るるるる 大震災大震災大震災大震災のののの教訓教訓教訓教訓をををを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに大震災大震災大震災大震災のののの教訓教訓教訓教訓をををを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに

今年一年今年一年今年一年今年一年のごのごのごのご協力協力協力協力にににに今年一年今年一年今年一年今年一年のごのごのごのご協力協力協力協力にににに

感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます



第１学年（ ）平成２０年度

松組 名 □□□□先生23

竹組 名 □□□□先生22

計 名 （全校 名）45 233

校外学習（ささくら公園）【学年】

・岩手宮城内陸地震(中仙で震度 )５

・校舎周りのマラソンコースが完成

第２学年（ ）平成２１年度

松組 名 □□□□先生21

竹組 名 □□□□先生21

計 名 （全校 名）42 238

校外学習（県立農業科学館）【学年】

・学校支援地域本部 ガ ボラ が発足「 ・ 」

・新型インフルエンザが発生し大流行

第３学年（ ）平成２２年度

松組 名 □□□□□先生21

竹組 名 □□□□先生21

計 名 （全校 名）42 231

校外学習（中仙地域諸施設）【学年】

・創立 周年記念式典を挙行40

・東日本大震災( 中仙で震度 強H23.3.11) ５

第４学年（ ）平成２３年度

松組 名 □□□□先生20

竹組 名 □□□□□先生21

計 名 （全校 名）41 221

校外学習（市クリーンセンター）【学年】

バリアフリーに関する学習【学年】

（ ）・学力向上の調査研究校 文科省指定

第５学年（ ）平成２４年度

松組 名 □□□□先生21

竹組 名 □□□□□先生21

計 名 （全校 名）42 214

（ ）【学年】校外学習 さきがけ印刷センター

宿泊体験学習（白神）【学年】

八乙女学習（施肥 販売体験）【学年】 ・

平成 年度、最上級生となって、児童会やどんぱん活動、登校班の25

リーダーとなって全校の先頭に立って活躍した「わかば学年」 名の41

卒業式に、ご家族はもとより、地域の方々もご出席ください。そして

晴れの門出に祝福と激励の言葉をかけていただければと思います。

６年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。

小学校での学びを生かして大きくはばたいてください。ごごごご卒業卒業卒業卒業おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます

入　学　式 フィールドワーク

うさぎの飼育方法を聞く

全校集会での様子

マラソン大会 豆腐づくり

社会見学の様子 ２分の１成人式

桜の木に施肥体験 きのこの販売体験

第44期生 卒業式

期 日 ３月15日(土)

開 式 午 後 ２ 時

式 場 本校 体育館


