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後期始業式(10/12)
後期が始まりました。春に臨時休校をした影響で、「秋休み」無しでの後期スタートとなりました。
子どもたちは、戸惑いもあったでしょうが、後期初日から落ち着いて学習に取り組みました。
始業式（校内放送）では、初めに２年生の齊藤芽依さんと、６年生の竹村紗帆さんが作文を発表しました。

二人とも、落ち着いて、堂々と発表してくれました。

後期スタートにふさわしい、力強い内容で感心しました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

マラソン大会入賞者
素晴らしいね。おめでとう！

１ 年 生 ２ 年 生 ３ 年 生

１位 鈴木 煌臥・久米 悠月 東海林拓輝・高橋 桃姫 木藤 丈琉・高橋 梨桜
２位 兎澤 悠杜・後藤 陽奈 竹村 平・田村梨々 花 柴田 夏向・藤原 伊織
３位 熊谷 錬人・竹内 心花 武藤 遼・佐藤 梓 後藤 宗通・鈴木 凛
４位 大野 泰輝・渡邊 李咲 千葉 蒼友・上野 咲和 鈴木 櫻大・大釜 莉乃
５位 髙橋 空成・佐々木 詩 大野 龍信・熊谷 碧優 高橋 大志・小林 真帆
６位 山田 陽大・土井 綾乃 樫尾 賢太・後藤 稀映 後藤 透波・山崎 観鈴
校長賞 長淵 晴登・澁谷 蒼彩 鹿野 敬太・齊藤芽依 須田一織・佐藤 光珠

４ 年 生 ５ 年 生 ６ 年 生

１位 猿橋 蓮生・熊谷 優花 茂木 翔飛・髙橋 優月 後藤 甚衛・鈴木 結愛
２位 茂木 孝哉・高橋 梨愛 須田虎之介・樫尾真日琉 田村 兼将・茂木のどか
３位 五十嵐琉皇・小林 綾香 髙橋 琉生・田中 菜都 石川 陽向・熊谷 杏奈
４位 嶋崎 輝和・千葉 璃子 大西 佑理・田村 心優 樫尾 祐斗・千葉 栞乃
５位 兎澤 悠真・鈴木 紫菜乃 原 大翔・池田 夕緋 佐藤 廉・高橋 月絆
６位 武田 颯矢・田村 侑那 池田 夢・茂木 愛莉 土井 大斗・髙見 紗也
校長賞 藤井 琉偉・金生花梨 山田 泰士・田村 唯菜 森元颯一郎・加藤心花

１位の皆さん

10/7の閉会式

でメダルを授与

たかなし

「こうきがんばりたいこと」 さいとう めい

わたしがこうきがんばりたいことは、

さんすうの九九とかん字です。ぜんきに

わたしは、さんすうをがんばりました。

なのでこれからべんきょうする九九も、

一つ一つていねいに、がんばりたいです。

もう一つがんばりたいことは、かん字です。わたしは、

ぜんきぜんこうかん字テストで、「じゅんグランプリ」

でした。こうきもむずかしいかん字がたくさんあるけれ

ど、こつこつとがんばっていきたいと思います。そして、

３月には、かん字テストのグランプリとして名前がよば

れたらいいです。

これで、はっぴょうをおわります。

「後期の目標」 竹 村 紗 帆

私は、後期にがんばりたいことが三つあります。
一つ目は勉強です。特に社会の勉強が苦手なので、いっ

ぱい教科書を読んで、覚えたいと思います。また、一人勉
強で復習をしてがんばりたいと思います。それと、算数で
は計算ミスが多いので、いっぱい計算をしてミスを減らし
たいと思います。
二つ目は日本舞踊です。日本舞踊とは、日本

の踊りのことです。これまで１０年間、踊りの
練習をしてきました。でも、なかなか覚えるこ
とができずに困っています。そこで、習い事に
行く前に曲を聞いて行くことにしました。そう
すると少しずつ振り付けを覚えることができる
ようになってきました。このように、いろいろ
な工夫をしながら、もっと上手になれるようがんばりたい
と思います。
三つ目は生活のことです。わたしは、自分が思っている

ことを人に伝えることができず、後悔してしまうことがあ
ります。授業中にも、あまり手を挙げることができずに終
わってしまいます。だから、自分が思っていることを恥ず
かしがらずに伝えられるようになりたいです。
この三つの目標を達成し、立派な中学生になれるように、
後期もがんばります。

園小中連携 あいさつ運動

今週は、仙北地域の園小中連携あいさつ運動
強調週間です。
１３日（火）と１５日（木）には仙北中学校

生徒会から代表が来て、本校児童会メンバーと
一緒に「あいさつ運動」を繰り広げてくれます。

今年の高梨小児童会テーマは････

「協力し合い 明るい笑顔で あいさつ日本一」です。
“日本一”をめざして、さらに気持ちのよいあいさつを響かせ

てほしいと思います。



開校記念日
１０月１４日は高梨小学校の開校記念日です。高梨小学校は今日１４６年周年を迎えました。

歴史と伝統のある高梨小学校です。子どもたちには自分たちの学校を誇りに思い、一層勉学に

励んでほしいと思います。

校訓は、「尚志」「知新」です。
し よ う し ち し ん

「尚志」は「志を尚くす（こころざしをたかくす）」と読みます。「目標や信念を高くもつ」
ということです。「孟子～盡心章句上～」にある言葉です。この中で、孟子は、尚志と
はどういうことかを問われ次のように答えています。「仁義を志すだけだ」つまり他者
を思いやり（仁）正しい行いを守る（義）ことだと言っています。

「知新」は「新しきを知る（あたらしきをしる）」と読みます。「新しいことを進んで学ぶ」
ということです。「論語～為政第二～」にある孔子の言葉で、「温故知新」（ふるきをたずね

あたらしきをしる）としてよく知られています。

高梨小学校で暮らす子どもたちには、「思いやりの心」をもち、

「正しい行い」を守り、「進んで勉学に励む」人になってほしいと

思います。

中秋の名月と校訓碑

旧校門（現在の校門を入ってすぐの所にあります）

「屋根の下に大事に保存されている二本の石柱

は、高梨小学校最初の貴重な正門です。明治

４０年５月２０日に新築校舎が落成しました

から、この校門もそれを記念して建てられた現在の玄関表札
のでは無かろうかと思われます。門の石材は

近くの｢金沢石｣だろうと言われています。」

（平成６年 仙北町教育委員会作成 校門由来より）

花壇の様子

明治 7.10.14 高梨学校設立

18. 7.20 現在地に校舎新築

20. 4. 1 戸地谷学校を統合

22. 5. 1 払田分教室を本校に統合

26. 4. 1 高梨尋常小学校と改称

40. 5.20 新校舎落成

大正 2.10 講堂新築

13. 1. 1 創立５０周年記念式典

昭和16. 4. 1 高梨国民学校と改称

22. 4. 1 高梨小学校と改称

22. 5. 1 高梨中学校を併設

29.11.18 新校舎落成

29.12.14 創立８０周年記念式典 校旗樹立

39. 4. 1 仙北村立仙北南小学校と改称

39. 9.30 創立９０周年記念式典

40. 4. 1 仙北村立南小学校と改称

43. 3. 6 校歌を制定し披露

49. 4. 1 仙北町立南小学校と改称

49. 9.14 創立１００周年記念式典

56. 1.20 新校舎・体育館竣工落成式典

59.10.14 創立１１０周年記念集会

平成元. 4. 1 武道場竣工

3. 3.14 校訓碑除幕式「尚志」・「知新」

6.10 創立１２０周年記念事業

17. 2 創立１３０周年記念児童集会

17. 3 市町村合併 大仙市立高梨小学校と改称

26. 9.15 創立１４０周年記念「高梨っ子祭」開催


