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全力を出し切って走ったよ！ 心も体もぽっかぽか
～校内長距離走大会～ ～ＰＴＡおしるこの会～

１２月８日(木)に、 長距離走大会の後

校内長距離走大会を実 は、開校２年目から続

施しました。好天に恵 けられているＰＴＡ恒

まれ、絶好の長距離走 例行事「おしるこのふ

日和となりました。こ るまい」がありまし

の日に向けて、子ども た。長距離走大会で全

たちは、耐寒駆け足だ 力を出し切り、疲れた

けではなく、朝放課や 子どもたちが元気にな

帰宅後自主的に練習を るように、ＰＴＡ委員

している姿も見られま のみなさんがおいしい

した。 おしるこを作ってくだ

当日は、長距離走が さいました。ＰＴＡ委

得意な子も苦手な子も 員のみなさんは、子ど

家族や友達、地域の方 もたちのために朝早く

の温かい声援を受け、 から集まり、おしるこ作りに協力してください

全員最後まで走り抜く ました。子どもたちは、「ありがとう。おいし

ことができました。自 い～。」と感謝の言葉を伝えとびっきりの笑顔

分の目標を達成するた でおしるこをいただきました。おいしすぎて何

めに、がんばった子ど 杯もおかわりをする子が続出しました。おいし

もたちの姿がとてもま いおしるこのお陰で、どの子も、疲れた体も心

ぶしく見えました。 もぽっかぽかに温まりました。
また、子どもたちの 今年もとても多くのＰＴＡ委員のみなさんに

安全確保のために、下 ご協力いただきました。ＰＴＡ委員のみなさん
校ボランティアの竹内さん、先砥さん、福田さ も、わいわいお話をしながら楽しそうにおしる
んにご協力いただき、コースに立ってもらいま こを作ってくださいました。「子どもたちの笑
した。ありがとうございました。 顔も見られたし、

おしゃべりもでき
たのでとても楽し
かった｡｣と言って
くださったＰＴＡ
委員さんもいらっ
しゃいました。ご
協力ありがとうご
ざいました。

初めての大会初めての大会

腕を振って！腕を振って！

粘り強く！！粘り強く！！

小学校最後の長距離走大会小学校最後の長距離走大会
～スタートダッシュ～～スタートダッシュ～

食べやすい大きさに食べやすい大きさに

おいしい顔！！おいしい顔！！

お願いしますお願いします



平成２８年度校内長距離走大会結果
【学級対抗優勝】

１年 ２ 組 ２年 １ 組 ３年 ２ 組

４年 ２ 組 ５年 ２ 組 ６年 １ 組

【男子個人】（丸数字は学級）

１位 ① 高橋 理仁 ２位 ② 小川 洋哉 ３位 ① 石河 康太
１年

４位 ② 伊藤 継都 ５位 ① 神原宏太郎 ６位 ② 室園 遼太

１位 ① 林 晃成 ２位 ③ 深谷 悠太 ３位 ③ 三上 翔
２年

４位 ③ 菊地 結人 ５位 ① 沢田 拓海 ６位 ① 神谷 遥希

１位 ② 和氣倫太郎 ２位 ② 所 翔英 ３位 ② 甲斐 悠人
３年

４位 ① 高橋 航央 ５位 ② 久野 永遠 ６位 ① 中山 悟志

１位 ② 森本 侑磨 ２位 ② 天野 夢人 ３位 ② 山下 輝流
４年

４位 ① 近藤 諄忠 ５位 ② 山本 蒼太 ６位 ② 田中 開登

１位 ① 岩瀬 陽来 ２位 ① 井田 昇吾 ３位 ① 涌嶋 亮太
５年

４位 ② 藤井 海人 ５位 ① 種村 奏人 ６位 ② 里見 玲皇

１位 ② 鈴木 颯真 ２位 ② 稲垣 大吾 ３位 ① 松枝 塔真
６年

４位 ① 浅野 浩基 ５位 ② 増田 修士 ６位 ① 池尻 尚生

【女子個人】（丸数字は学級）

１位 ②ネウパネ アディティ ２位 ② 松元 愛奈 ３位 ② 小林 歩歌
１年

４位 ① 中野恵利華 ５位 ① 里見 乃彩 ６位 ② 谷口りおな

１位 ② 望田 千央 ２位 ③ 深谷陽奈子 ３位 ① 横田 奏芽
２年

４位 ② 黒野 杏樹 ５位 ② 谷崎 心音 ６位 ① 小野木美羽

１位 ① 岡村 ミコ ２位 ③ 松木理々歌 ３位 ③ 川戸 悠里
３年

４位 ③ 山田 己莉 ５位 ③ 池尻 有希 ６位 ② 岡田 里桜

１位 ② 河野 桃子 ２位 ① 石河 葉奈 ３位 ② 長倉 和泉
４年

４位 ② 谷崎 心優 ５位 ② 沢田 莉琴 ６位 ① 虎井 友香

１位 ① 炭山 虹歩 ２位 ① 河合 優花 ３位 ① 天野 月伽
５年

４位 ② 西村 友里 ５位 ② 松木和加子 ６位 ② 和田 真空

１位 ① 長倉 京香 ２位 ① 早川 里穂 ３位 ② 渡邉 実加
６年

４位 ② 末吉 心乃 ５位 ① 奥山 環 ６位 ① 増田和香奈



校内長距離走大会を終えて
私は長距離走大会に出ました。こんなに長い距離を走ったのは、初めてです。練習のときは

苦しくなったり、吐きそうなったりしました。でも、初めて長い距離を走れてうれしかったで
す。練習のときは２０位でした。本番では１９位でした。来年はもっと速く走れるようにがん
ばります。

１年 山下愛未里

私は長距離走大会をやりました。私は８位以内に入りたいとなと思っていました。私はどん
どん前の人を抜かしました。腕や足を速く動かしました。最初の方はだめかなと思いました。
でもあまり抜かされませんでした。どんどん体力がなくなってしまったので遅くなりました
が、最後はスピードを上げました。結果は１３位でした。ちょっとがっかり、ちょっと悔しか
ったです。走った後のおしるこを食べて、おいしかったです。

２年 盛里 優羽

校内長距離走大会でピストルがバアンとなって、私はスタートしました。最初は、５位ぐら
いでした。途中で、もうだめだ、もう無理だ、だめだと思ったとき、自分で本番に向けて言っ
たことを思い出しました。“あきらめずに走れば、１０位以内に入れる。”それを思い出し、
最後まで全力で走りきりました。結果は目標を達成することができました。よかったです。走
った後、いただいたおしるこもおいしかったです。

３年 前原 未月

ぼくは、４年生の長距離走大会に向けて、かけ足を精一杯がんばった。疲れるけれど走るの
は楽しい。そう思いながら本番がきた。試走では１位だった。だが、開登くんがすぐ後ろにい
た。あぶなかった。本番で抜かされるのが怖かった。そう思いながら、ピストルの音がぼくに
気合いを入れるように、パーンと鳴った。外周一周は４位くらいで順位を譲らなかった。みん
なが疲れてきたところで力を入れてふんばった。すると外周２周目でやっと差を広げることが
できた。そこからは、頭の中が真っ白になるくらいがんばった。そのペースでやっとゴールで
きた。やっぱりすっきりした。１位になれた。達成感がすごくある。足が痛い。がんばったか
らだ。おしるこの会では、おしるこがおいしかった。たくあんも甘くておいしかった。きっと
がんばったから、よりおいしかったんだと思う。５年生になってももっとがんばりたい。

４年 森本 侑磨

私は、今年の長距離走大会では去年より順位が上がりました。私は１１月くらいから長距離
走大会に向けて走っていました。そのとき、どのくらいのペースで走るかを考えながら練習し
ていました。そして、本番になりました。スタートラインに立ったとき、ちゃんと走れるかな
など緊張していました。けれども、ピストルが鳴ってスタートしました。大トラックを１周走
って、外を走っていると、前の人との間がかなり開いてしまったので、もう少し前の人につい
ていきたかったです。でも、ゴールまであまりペースを落とさずに走れたのでよかったです。
試走よりは順位は下がってしまったけれど、去年の自分を超えることができたのでよかったで
す。がんばって走り切れたので、来年はもう少しペースを上げてがんばりたいです。

５年 榊原 由依

今年は、６年間で最後の長距離走大会でした。私は今回の長距離走大会が６年間で一番全力
を出せたと思います。私が今回心に残っているのは、外周の２周目です。息切れがひどくなっ
てきて、スピードをゆるめそうになりました。でも、５年生の子たちや保護者の方たちが応援
してくれたので、あきらめずに走りました。そして、１位になることができました。私はこの
６年間の長距離走大会であきらめないことが身についたと思います。長距離走大会で学んだこ
とを勉強やいろいろな物事に活かしていきたいです。

６年 長倉 京香

私は、校内長距離走大会を終えて、たいへんだったなあと思いました。私は走ることが苦手
で、長距離走大会はあまり好きではありません。でも、私が最後まで走り切れたのには理由が
あります。それはまわりのみんなが応援してくれたからです。がんばれやあと少しなど、みん
なが一生懸命に応援してくれたので、私はゴールすることができました。小学校最後の長距離
走大会もしっかりゴールまで走れてよかったです。

６年 本多 梨乃

校内長距離走大会がありました。がんばって走りました。最初、走っていたら苦しくなって
きて、このままだと自分に負けそうになってきました。そのとき、周りのお母さんからがんば
ってと言われました。泣きそうになりました。そして、最後までがんばりました。うれしい気
持ちでした。走った後のおしるこがとてもおいしかったです。

６年 有吉 光貴



平和への祈りを込めて
～６年生発信「折り鶴集会」～

６年生が、社会科、道徳、けやき単元の学習を通して、命の大切さ、平和について考えていま
す。その中で、全校で千羽鶴を作り、広島に送る計画を立てました。
そこで、１２月１３日（火）の児童集会で、６年生が全校にこれまでの学習の様子の紹介と折

り鶴を作る依頼を全校にしました。

私たちは広島カープの優勝、そして、オバマ大統領の訪問
をきっかけに、社会で原子爆弾の被害や平和式典について学
び、一瞬にしてすべてを破壊してしまった原子爆弾の恐ろし
さ・悲惨さを感じました。
１１月３０日には、実際に２０歳の時、広島で原爆を体験

した９２歳の岡畠さんの話も聞きました。実際に経験した方
の話を生で聞くというのはとても貴重な時間でした。社会や
国語、道徳、けやき学習の授業を通して、いろいろなことを
勉強しました。その中の一つに被爆して１０年後に１３歳で
亡くなった少女について知りました。「佐々木貞子さん」の
話がありました。
貞子さんは２歳で被爆しましたが、その後、私たちと同じ

ように元気に暮らしていました。ところが小学校６年生の
冬、原爆が原因で『白血病』という病気になり入院しまし
た。名古屋の高校生から送られた色とりどりの千羽鶴に感動
し、病気を治したい、生きたいという願いをこめて亡くなる
まで千羽鶴を折りました。貞子さんの死後、同級生たちが原
爆で亡くなった子どもの霊を慰めるため平和記念公園の中に
『原爆の子の像』が建ちました。頂上には折り鶴を捧げ持つ

少女が立ち、平和な未来への夢を託しています。貞子さんがそのモデルだと言われていま
す。
今でも、原爆の子の像には世界中から平和を願う折り鶴が送られています。そこで、平和

の大切さを訴えるために、今池小学校でも、全校で鶴を折って、平和記念公園へ届けたいと
います。６年生が一生懸命お手伝いするので、一緒に鶴を折ってください。

（児童集会６年生の発表より）

６年生からの依頼を受けて、全校が一斉に折り鶴を作りました。６
年生がプロジェクターで折り鶴の作り方を分かりやすく説明したり、
各学年ごとの輪に６年生が入り、優しく作り方を教えたりしていまし
た。６年生の気持ちが全校に伝わり、みんな真剣に折り鶴を作りまし
た。集会が終わった後も、放課に折ったり、家で折ったりする子もた
くさんいました。保護者の方には、個人懇談会の待ち時間やご家庭で
協力いただきありがとうございました。折りあがった鶴は、６年生が
糸でつなげて、１２月２０日（火）の児童集会で全校に披露した後、
平和記念公園に届ける予定です。

ウサギの名前が決まりました！
～飼育委員会からの発表～

全校のみなさん、たくさんのウサギの名前を投票して
くれてありがとうございました。ベスト３の中から、飼
育委員が集計し、ついにすてきな名前が決定しました。
白と黒のウサギは「オレオ」です。白のウサギは「ミ

ルク」です。「オレオ」の名前にした理由で一番多かっ
たのは、白と黒だからです。その他にもギリシア語で
「すてきな」という意味があることを校長先生から教え
ていただきました。「ミルク」の名前にした理由で一番

多かったのは、ミルクのように真っ白だからです。
「オレオ」と「ミルク」はとても人なつっこいです。私たちがウサギ小屋に行くと、身を

乗り出して近づいていきます。このかわいらしい性格は、明和小学校の環境で育ったからだ
ということを校長先生に教えていただきました。安城北部小学校にいるウサギの中には、明
和小学校からもらったウサギもいるそうです。こうして、明和小→安城北部小→今池小とウ
サギの命のリレーが続いてます。私たちはこの命のリレーを絶やすことなく、全校のみんな
で大切に育てていきたいです。 （飼育委員会の発表より）


