
 

 

 

 

 

 
 
いよいよ 2 学期が始まりました。 
素晴らしい！！ 
体育館に集まった子ども達を壇上から

見て，感動しました。 
視線と姿勢。そして，雰囲気が引き締

まっています。 
充実した夏休みを過ごしてきたのだと思いました。このことを褒めながら始業式に次

のようなことを話しました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2 学期が始まりました。暑い日が続いた夏休み。楽しい
夏休みだったと思います。 
今，地球の裏側のブラジル，リオデジャネイロでオリン

ピックが行われています。日本選手の活躍が連日報道され
ています。 
― 中略 ― 
夏休み中に，こんなことがありました。ある朝，6 時前

のことです。学校のプランターや花壇に水遣りに来ている
ときのことでした。ある女の子がお母さんと一緒に花壇の
前を通っていきました。挨拶を交わし声をかけました。早
起きしてお母さんと朝の散歩かなと聞いたところ，鉄棒の
練習をしてきたとのことです。やっとできるようになった
と笑顔で帰っていきました。また，別の日のことです。今
度は男子４名の児童が花壇の前を通って行きました。声を
かけると，4 人で体を鍛えるために走っているとのことで
した。どちらも，たいしたものだと思いました。こういう
目に見えないところでの努力の姿に元気をもらい，すがす
がしい気持ちで水遣りができました。早起きして得をした
思いがしました。 
こんなこともありました。吹奏楽部のある女子が，東北 

大会の入場券の申込書を学校に届けにきたときのことです。
田中先生が不在のため，私が預かることにしました。ただ
「お願いします。」と言うのであればだれでもできます。し
かし，この子はこう言いました。「田中先生に『わざわざご
連絡いただきご迷惑をおかけいたしました。ありがとうご

ざいました』と母から伝えて欲しいといわれたので
宜しくお願いします」とのこと。大人になっても，
こういう丁寧な言い回しはなかなか言えるもので
はありません。 
もうひとつあります。昨日のことです。「1 学期

に叱られたのにまた同じことをしてしまい，校長先
生に謝りたい。」といって，お母さんと一緒に学校
にきた 1 年生のお友達がいます。2 学期に入る前に
心をすっきりさせたいと思って来たのだそうです。
その正直さ，その勇気に感動しました。 
これらのことから，こんな言葉が思い浮かびまし

た。「心が技術を越えなければ技術は生かされない」
という言葉です。 
勉強もスポーツも，誰が見ていなくても努力する

心が初めにあり，相手への感謝と礼節，そして，自
分の心に嘘をつかない正直さ，それを行動に表せる勇気と
強い心があってこそ，自分の可能性を伸ばしていけるのだ
ということです。 
みなさん，2 学期は，陸上記録会，見学学習，音楽会，

ロードレース大会，学習発表会など様々な行事があります。
その取り組みの中で，もちろん，普段の勉強そして生活も
含め，努力することの能力と礼節の心を鍛え磨いてほしい
と思います。 
そして，太陽に向かって一心に咲くひまわりのように自

分の花を咲かせて参りましょう。 
 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校 

報 

矢巾町立煙山小学校 

H28.８.２２(月) 第８号 

紫波郡矢巾町北矢幅 1-2  

℡697－3163 

以下の児童が表彰されました。 
２年生 
入選 高橋 啓太 さん 
入選 佐々木 里里得 さん 
佳作 菊池 洸成 さん 
佳作 浪岡 彩葉 さん 
      おめでとうございました。 

吹奏楽の県大会が 7 月 31

日に北上市で行われました。 

この大会で，煙山小学校吹奏

楽部が見事「金賞」を受賞。 

東北大会への出場権を獲得し

ました。9 月 10 日(土)に福島県郡山市で

行われる大会に向けて，ますます練習に熱

が入っています。おめでとうございます。

そして，がんばれ吹奏楽部。 

東北大会出場報告
のため町長さんへ表
敬訪問をしてきまし
た。町長さんから，熱
い思いをいただき，東
北大会に向けて力を
得てきました。 

煙山小学校個人情

報規定により写真

を非公開とする。 

煙山小学校個人情報

規定により氏名等を

非公開とする。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ７月２８日に行われた水泳記録会，子どもたちは競技と共に，他校への応援もとても素晴らしく， 
よくがんばってきました。以下がガンバッタ      皆さんの成績です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ※ リレー以外の順位は３位までとしています。 
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順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録

新沼　華 54秒7 1 堀間　涼太 49秒1 1 蛯名　日向 50秒9 2 齋藤　康平 52秒9

中谷　優美 1分03秒0 3 天瀨　優太 57秒3 佐々木　結愛 56秒5 篠田　圭吾 56秒8

中瀬　花 1分13秒0 川村　悠人 58秒8 上川　羽奈 59秒4 小笠原　佑樹 58秒5

順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録

2 吉田　ひかり 56秒2 1 佐々木　優斗 54秒1 1 佐々木　珈子 44秒3 村松　宏哉 58秒4

小笠原　唯 58秒3 中野　碧斗 1分05秒7 2 田中　希歩 47秒5 吉田　幸永 59秒9

川原　幸希 1分13秒8 石倉　来輝 1分16秒9 立花　姫星々 52秒5 菊地　和紀 1分20秒3

5年女子５０ｍ平泳ぎ 5年男子50ｍ平泳ぎ 6年女子５０ｍ平泳ぎ 6年男子50ｍ平泳ぎ

5年女子５０ｍ背泳ぎ 5年男子50ｍ背泳ぎ 6年女子５０ｍ背泳ぎ 6年男子50ｍ背泳ぎ

学校だけでなく，スポ少
や習い事等で活躍してい
る子どもたちがいます。 

５人でたすきをつなぐこの大会（７月３０日開催）で，本校から６年生の田中
希歩さんと立花姫星々さんが出場し，見事第２位を獲得。その中で，田中希歩さ
んは２区を走り，区間新記録を樹立。区間の条件（距離は同じ）は違うものの，
全ての区間においても新記録だったとことです。北東北の２０チームが参加した
この大会。二人の今後の活躍が期待されます。 
田中希歩さん，立花姫星々さん，おめでとうございました。 

順位 氏　　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録

2 吉田　ひかり 田苅子　叶羽 新沼　　華 小笠原　唯 3分08秒7 2 田苅子　叶羽 42秒7 1 流踊　大和 40秒4

6 中谷　優美 児玉　小梅 村松　澪 吉田　七星 4分09秒1 村松　澪 1分00秒8 2 八島　成史 46秒3

児玉　小梅 1分02秒8 飯島　祥哉 53秒0

順位 氏　　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 記　　　録

1 流踊　大和 天瀨　優太 堀間　涼太 八島　成史 3分11秒0 順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録

4 佐々木　優斗 石倉　来輝 飯島　祥哉 藤原　聖弥 3分36秒0 3 菊池　那凪 41秒7 2 高橋　駿太 38秒9

伊藤　想 42秒0 3 高橋　快 41秒3

生田　未侑 43秒8 髙橋　逸斗 43秒3
順位 氏　　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 記　　　録

2 中屋　繭子 伊藤　想 佐々木　珈子 吉田　こころ 2分42秒0

4 田中　希歩 生田　未侑 蛯名　日向 菊池　那凪 2分56秒9 順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録

2吉田　こころ 1分27秒5 1 中屋　繭子 1分40秒8

順位 氏　　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 記　　　録

2 高橋　駿太 高橋　快 髙橋　逸斗 高橋　悠斗 2分48秒2 順位 氏　　　　名 記　　　録 順位 氏　　　　名 記　　　録

6 戸羽　聖龍 齋藤　康平 村松　宏哉 村松　勇輝 3分17秒4 2 高橋　悠斗 1分31秒4 3 及川　陽向 2分00秒0

6年女子200ｍリレー

6年女子100ｍ自由形 ６年女子100ｍ平泳ぎ

                      6年男子200ｍリレー

６年男子100ｍ自由形 ６年男子100ｍ平泳ぎ

平成28年度　矢巾町小学校水泳記録成績一覧表
5年女子200mリレー 5年女子50ｍ自由形 5年男子50ｍ自由形

5年男子200ｍリレー
6年女子50ｍ自由形 6年男子50ｍ自由形

児童会長 及川陽向さんの言葉（要約） 
 皆さんは，今行われている「リオデジャネイロオリ
ンピックを見ましたか。メダルをいただいた日本の選
手は自分の目標に向かって練習を重ね，大きな舞台で
栄光を手にしました。この選手たちは，目標をたてた
だけでなく，その目標に向かって自分を信じ，ポジティ

ブな考え方で練習に取り組んだと思います。ど
んな人でも可能性は無限大です。２学期の行事
でも目標をもってしっかり毎日を過ごし，自分
自身の金メダルに向かって充実させましょう。  

＜児童会長にふさわしい，格調高い２学期

に向けての全校への呼びかけでした。＞ 

煙山小学校個人情報規定により氏名等を非公開とする。 

氏名等を非公開 

氏名等を非公開 氏名等を非公開 氏名等を非公開 

氏名等を非公開 氏名等を非公開 


