
     令和２年度           令和２年１０月２０日 

遷喬小だより１０月号 

ＴＥＡＭ 遷喬 ＰＲＩＤＥ 遷喬 

～子どもも 教師も 地域も 伸びる学校～ 
  

スポーツの秋・芸術の秋 

「 真庭支部陸上記録会・上位１０傑 」 １０月７日（水）   

○ 〔１００ｍ走〕 男子  ７位 森田大登  １４″７０   ９位 母里一護 １４″９０ 

○ 〔走り幅跳び〕 女子  ５位 宗森葵生  ３３６ｃｍ                      

        男子  １位 森田大登   ４４１ｃｍ   ２位 金﨑陵汰 ４０４ｃｍ 

○ 〔60ｍハードル〕男子   １位 母里一護  １０″３０    ７位 金定秀芽 １０″８０  

○ 〔ボール投げ〕 女子    ８位 松田亜美  ３０．６５ｍ   

        男子    ９位 服部圭優  ４２．５１ｍ   

○〔４００ｍリレー〕男子  ２位 １′００″５０ 母里一護 金定秀芽 金﨑陵汰 森田大登 

 

    

 

 

○ 岡山県青少年読書感想文コンクール（真庭支部審査） 

・特 選  

２年 二宗 奏音 「５分は長いの？みじかいの？」を読んで（以下略） 

３年 植田 倖明 「びっくりしゃっくりトイレそうじ大作戦」 

 ４年 田中 咲希 「いのちは見えるよ」  

 ５年 横山晄一朗 「十二支のはじまり」  

 ６年 神尾 柚季 「月と珊瑚」 

・準特選  

   ２年 松田 旺征 「おれ、よびだしになる」   ４年 田もも花 「しっぱいにかんぱい！」        

 

○ 岡山県児童生徒書道展 
・特 選  

５年 兼先 真衣    ５年 池田 百晏       

・佳 作 

２年 西  千咲    ５年 本田 朱香   

６年 宮岡 亜門    ６年 藤井 雅人    ６年 菅原 佑介 

 

○ 真庭市科学研究発表会 
  ・金 賞 

   ５年 池田 百晏  「自然の力～自然と仲良く暮らしたい～（水について）」 

練習してきたことを信じて自己新記録を目指して全力を出し切りました。 

記録会に出場・応援した全員に拍手を送ります。 

一画一画丁寧に集中して何度も

練習したことでしょう。 

努力が報われましたね。 

調べる動機や内容、美しい資料、ハキハキした発表の声。

全てにおいて追究する力が認められました。おめでとう！ 

本を読んで感じたことを素直に表現すること

ができました。 

一人ひとり心の成長につながると思います。 



あいさつの輪を広げよう  
 

学校の年間重点指導項目 

「あいさつをしよう」 

○だれにでもあいさつ（お客様・先生・友達・地域の人） 

○気持ちのよいあいさつ（声の大きさ・笑顔・会釈） 

○自分から進んであいさつ（人より先に） 

 

本物のあいさつを目指して「自分から 誰にでも 大きな声で」できるよう、子どもたち

も児童会や生活委員会を中心に頑張っています。 

保護者の皆様、地域の皆様も、あいさつに力を入れてくださっており、久世 PTA連合会の

「あいさつ標語」の取組を本校 PTA児童指導部が中心となって募集した結果、たくさんの参

加があり、のぼり旗も完成しました。 

先日の陸上記録会の時には、本校を訪れた方から、「遷喬の子はよくあいさつができるね。」

とほめていただきました。この輪がもっともっと広がるといいですね。 

あいさつ標語 
 

★最優秀賞 ５年 伴  隼飛 「あいさつは 心と心の ハイタッチ」 

 

★優秀賞  １年 定方陽菜子 「あいさつで こころのてとて つなごうよ」 

１年 篠山 叶琉 「届けよう 元気のパワーを あいさつで」 

１年 入澤 紅哉 「あいさつは ともだちつくる まほうのことば」 

２年 山本 姫乃 「あいさつは こころのトビラ ひらくカギ」 

２年 行部 美夢 「あいさつは ともだちづくりの だいいっぽ」 

２年 宮本 麗矢 「目をあわせ えがおであいさつ じぶんから」 

３年 池田 凪沙 「あいさつは えがおになれる おまじない」 

３年 住田 旭央 「心こめて あいてにとどく あいさつを」 

３年 植田 倖明 「あいさつで みんなうれしい 自分もだ」 

４年 木 悠斗 「あさ一番 今日もとどいた ぼくの声」 

４年 田もも花 「おはようは げんきをつくる エネルギー」 

４年 半田 姫愛 「元気よく あいさつできたら 金メダル」 

５年 前田 望来 「あいさつは 心のとびらを 開くかぎ」 

５年 内藤 彩愛 「あいさつは みんなのきずな ふかまるよ」 

６年 森田 大登 「あいさつは 感謝を伝える 第一歩」 

６年 河野 由奈 「あいさつは 山びこのようだ しあわせだ」 

６年 藤井 雅人 「あいさつは 友達できる あいことば」 

 

★佳作   １年 河野 美咲   櫛山 陽心   宮本梨愛徠 

２年 太田 健斗   山田 陽子   横山竜二郎 

３年 阿部 斗哉   住田 新拓   古本 琉生   梶岡 天音 

４年 武内 美翠   廣瀬 智也   杉山 桜都   藤井 啓太 

５年 筏  彩乃   庄司 美蘭   長尾  梓   山崎 恵典 

西山  葵   岡田 千聖 

６年 阿部 友香  

みんなよく考えていますね。 

標語をよむと元気も出ますし、心が温かくなります。 


