
- 1 -

潟上市立天王小学校学校教育目標 『心はずませ 夢にむかって』

学校報 第13号

緑の風
み ど り か ぜ

平成２９年１０月６日～豊かな心・確かな学力～

【左上から:１・２年生の準備運動，２年女子500M走の様子，３年男子700M走の様子，

左下から：４年男子800M走の様子，４年女子800M走の様子，５年女子800M走の様子】

【 ， ， 】左の写真から：５年男子1000M走 ６年女子800M走 ６年男子1000M走の様子：9/27(水)

今日で前期が終了しました。明日から５日間の秋休みとなります。短い
期間ですが，気持ちも新たに後期の目標や志を抱いて，後期の始業式には
全校児童が，再び明るく・元気に登校してほしいと願っています。
本日，子どもたちには各学級担任から通知表を手渡しました。どの子ど

もたちも４月からの半年間，自分なりに頑張った足跡が記載されています。
通知表にある○の数だけにとどまらず，一人一人の子どもが取り組んで

きた足跡を振り返り，よかったところや頑張ってきた姿に光をあて，努力
を継続することの大切さなどについてご家庭でも大いにほめて上げてほし
いと思います。この半年間の努力が，必ずや後期の活動に生きてくるもの

。『 』 。（ ）と確信しています 風の子たちの可能性は無限大 です 校長 佐藤博英
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風の子マラソンにおいて，各学年で入賞した児童のみなさんをご紹介します。

最後まで粘り強く走りぬいた風の子のみなさん，大変よく頑張りました！

□１年（女子＝ 走）400M
第１位 松組 金子 ○○ 第２位 松組 田仲 ○○
第３位 竹組 藤原 ○○ 第４位 松組 真壁 ○○
第５位 松組 佐藤 ○○ 第６位 松組 鈴木 ○○

■１年（男子＝ 走）400M
第１位 竹組 安田 ○○ 第２位 竹組 菊地 ○○
第３位 竹組 伊藤 ○○ 第４位 松組 伊藤 ○○
第５位 松組 工藤 ○ 第６位 竹組 三浦 ○○

□２年（女子＝ 走）500M
第１位 松組 加藤 ○○ 第２位 竹組 後藤 ○○
第３位 松組 三浦 ○○ 第４位 竹組 佐藤 ○○
第５位 松組 畠山 ○○ 第６位 松組 伊藤 ○○

■２年（男子＝ 走）500M
第１位 竹組 木元 ○○ 第２位 竹組 小松 ○○
第３位 松組 岩出 ○○ 第４位 竹組 佐々木○○
第５位 松組 船橋 ○○ 第６位 松組 櫻庭 ○○

□３年（女子＝ 走）700M
第１位 梅組 鎌田 ○○ 第２位 竹組 鈴木 ○○
第３位 竹組 安田 ○○ 第４位 梅組 武田 ○○
第５位 松組 安藤 ○○ 第６位 梅組 石川 ○○

■３年（男子＝ 走）700M
第１位 竹組 櫻庭 ○ 第２位 梅組 伊藤 ○○
第３位 松組 大石 ○○ 第４位 梅組 船木 ○○
第５位 梅組 東海林○○ 第６位 梅組 永井 ○○

□４年（女子＝ 走）800M
第１位 松組 後藤 ○○ 第２位 松組 船橋 ○
第３位 竹組 鈴木 ○ 第４位 竹組 伊藤 ○○
第５位 松組 鎌田 ○○ 第６位 松組 小幡○○○

■４年（男子＝ 走）800M
第１位 竹組 住田 ○ 第２位 松組 大石○○○
第３位 松組 鈴木 ○○ 第４位 竹組 吉田 ○○
第５位 松組 山下 ○○ 第６位 松組 藤原 ○○

□５年（女子＝ 走）800M
第１位 竹組 小玉 ○○ 第２位 竹組 薄田 ○○
第３位 松組 和田○○○ 第４位 松組 伊藤 ○○
第５位 竹組 田仲 ○○ 第６位 竹組 藤原 ○○

■５年（男子＝ 走）1000M
第１位 竹組 渡部 ○○ 第２位 松組 登藤○○○
第３位 竹組 近藤 ○○ 第４位 松組 佐々木○○
第５位 松組 髙橋 ○○ 第６位 竹組 藤原 ○○

□６年（女子＝ 走）800M
第１位 松組 鈴木 ○ 第２位 梅組 加賀谷○○
第３位 竹組 近藤 ○○ 第４位 松組 石川 ○○
第５位 松組 松村 ○○ 第６位 竹組 岡山 ○○

■６年（男子＝ 走）1000M
第１位 松組 藤原 ○○ 第２位 梅組 安藤 ○○
第３位 松組 清水 ○○ 第４位 梅組 佐藤 ○○
第５位 松組 三浦○○○ 第６位 梅組 櫻庭 ○○


