
  

 

 

 
 

成長し続ける東部っ子 

                               生徒指導主事 野原 修 

私は、この砺波東部小学校に勤務して１０年目になります。 

そして、私は、砺波東部小学校の子どもたちが大好きです。 

子どもたちのステキなところは沢山ありますが、特にステキなところを四つ紹介します。 

一つ目は、学校での朝の挨拶です。「おはようございます。」「解散します。」「はい。」と

元気で大きな声が朝の昇降口に響きわたっています。朝、昇降口では大きな声で挨拶ができるよ

うになってきました。私は、その子どもたちから毎朝、たくさんの元気をもらっています。 

 二つ目は、始業式、入学式、終業式、卒業式など式での姿です。誰一人として、しゃべる子ど

もがいません。姿勢も学年が進むにつれて、ピシッとしています。 

 三つ目は、毎月一回行っている児童集会「にこにこ東部っ子集会」での姿です。楽しむときは

楽しみ、話を聞くときはしっかり話を聞くことができ、めり張りをつけることができるようにな

ってきました。 

四つ目は、ズックのかかとを踏んでいる子どもや半袖の運動服を外に出している子どもがいな

いことです。校内を回っていると、たまには見かけますが、尐しの指導で直すことができます。 

このように年々成長し続けている東部っ子に、これからも大切にしてほしいこととして四つの

ことを常に呼びかけています。 

 ・人として一番大切な「いのち」を守ること 

 ・挨拶を自分から先にすること 

 ・右側を歩くこと 

 ・思いやりの心をもつこと 

 この四つを徹底するために、学校では各学級

や児童会でいろいろな取組を行っています。し

かし、学校だけでは決してできることではあり

ません。特に家庭や地域でも大きな挨拶が交わされるよう大人から先に挨拶をしたり、「いのち」

の危険や「いじめ」が疑われることに気付かれたときは、その場で指導したりしていただければ

ありがたく思います。 

家庭・地域・学校が連携して東部っ子を成長させていきましょう。 
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会場からも全校児童からも大きな拍手 

― 砺波市小・中学校連合音楽会 ― 

４年担任 荒木 裕治 

９月２５日（水）、砺波文化会館大ホールで砺波市小・中学校連合音楽会が行われ、

４年生の子どもたち１１９名全員が参加しました。 

６月からパート別に練習を始め、７月には全体で合わせる練習をしてきました。夏休

み中は猛暑の中、子どもたちは汗だくになって練習しました。はじめは、なかなか揃わ

なかった演奏も「出だしの音を一つに集めること」「リズムにのって笑顔で歌うこと」

「全員のテンポを合わせ、強弱を考えながら演奏できること」を目当てに練習を重ね、

次第にまとまっていきました。 

 連合音楽会では、合唱「ここが世界のまん

なかだ」、合奏「テキーラ」の２曲を披露し、

大きな拍手をいただきました。発表後の子ど

もたちに感想を聞くと自分の演奏に満足した

子ども、学習発表会では、もっとがんばりた

いと思う子どもなど、一人一人が、この経験

を通して大きく成長したと思います。 

 次の日、校長先生が放送で「４年生１１９

名の心とハーモニーが一つになったすばらしい発表だった。」と話されると、全校児童

から大きな拍手をもらい、４年生は大満足でした。 

 

がんばった稲刈り 

５年学年主任 佐野 幸子 

５年生の子どもたちは、９月９日（月）、学校近くの田んぼで稲刈りの体験をしました。

５月に泥だらけになって植えた苗は、猛暑の中でもすくすくと育ち、重そうに穂を垂れ

ていました。 

 初めて稲刈りをする子も多く、やり始めるまで

は不安な様子でした。株の持ち方や鎌の使い方な

ど、砺波農林振興センター、JA となみ野の方々

に教えてもらった通り、次々と刈り取っていきま

した。 

子どもたちは、稲刈りの後に「こんなに苦労し

て作っているお米をもっと食べたいなと思いま

した。」「こんなに疲れるなら、おじいちゃんやお

ばあちゃんの手伝いをもっとしたいと思いまし

た。」「機械がなかった頃は、稲刈りは大変だったと思います。」などと感想を言っていま

した。 

自分たちがバケツで育てた稲の収穫は尐なかったのですが、自分で育てたお米を食べ

ることをとても楽しみにしています。これから脱穀や精米にも挑戦します。ご飯を炊い

て、みんなで食べ、子どもたちとともに収穫の喜びを味わいたいと思っています。 



 

 

 

 

第 39 回剛柔会全国空手道選手権大会 小学生女子 3・4年生 形の部・組手の部 

優勝 三島 桜妃（４年） 

第 27 回 富山県小学生秋季ソフトボール大会            次勝 砺波フェニックス 

第 27 回 会長杯争奪学童ナイター野球大会       次勝  砺波東部野球スポーツ尐年団 

第 17 回 チューリップカップ小学生バレーボール大会  ２位  砺波東部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ尐年団 

第 25 回 たいらクロスカントリー大会 ２位 山本 佳奈（６年） 

 ５位 山本 悠月（３年） 

 ８位 三島 桜妃（４年） 

第 16 回 白馬スノーハープクロスカントリー大会 ２位 山本 佳奈（６年） 

第 29 回 全国小学生陸上競技交流大会富山県大会 女子１０００ｍ ６位 山本 佳奈（６年） 

金沢城下町ハーフマラソン 2013 ３位 山本 佳奈（６年） 

第２７回しろいし蔵王高原マラソン大会 小学生女子（５・６年生） １位 山本 佳奈（６年） 

                   小学生女子（４年生以下） ５位 山本 悠月（３年） 

第 25 回 富山県学童水泳（学年別）大会  ５年男子５０ｍ自由形 ４位 種窪 凛斗（５年） 

５年女子５０ｍバタフライ ４位 吉田 真歩（５年） 

５年女子２００ｍリレー ４位 吉田真歩 高戸美悠 西田有希 中島美波 

５年女子５０ｍ自由形 ５位 西田 有希（５年） 

第 25 回 富山県学童水泳（学年別）大会  ５年男子５０ｍ自由形 ４位 種窪 凛斗（５年） 

５年女子５０ｍバタフライ ４位 吉田 真歩（５年） 

５年女子 ５０ｍ自由形 ５位 西田 有希（５年） 

５年女子２００ｍリレー ４位 吉田真歩 高戸美悠 西田有希 中島美波 

第 24 回 富山県ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会    ５年男子ダブルス 準優勝 南和樹 矢部翔大 

６年男子シングルス 優勝 幡谷 祐樹（６年） 

５年男子シングルス 優勝 山田篤之介（５年） 

第 18 回 富山県小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会  ６年男子シングルス 優勝 幡谷 祐樹（６年） 

                      ５年男子シングルス ３位 山田篤之介（５年） 

第 30回 富山県ちびっ子相撲大会   女子相撲小学 5年生軽量級 ２位 石村 風鈴（５年） 

 ３位 長山 真凛（５年） 

第６６回富山県民体育大会 新体操競技 児童女子団体競技（徒手） １位 鶴澤 優紀（６年） 

チューリップフェア写生会 銀賞 上嶋 梓紗（２年） 

第 40 回 砺波陸上選手権大会    小学女子５・６年 １０００ｍ １位 山本 佳奈（６年） 

小学女子３・４年 １０００ｍ ２位 山本 悠月（３年） 

第９回 砺波市民水泳大会   小学１・２年男子 ２５ｍ板キック ３位 吉澤 僚大（２年） 

小学１・２年女子 ２５ｍ板キック ２位 中村 仁咲（２年） 

小学１・２年女子 ２５ｍ板キック ３位 近藤 真桜（２年） 

小学３・４年男子  ５０ｍ自由形 １位 前田 凌汰（４年） 

小学３・４年男子  ５０ｍ平泳ぎ ２位 前田 凌汰（４年） 

小学３・４年女子  ２５ｍ自由形 ３位 西川 千尋（４年） 

東部っ子の輝き 



小学３・４年女子  ２５ｍ背泳ぎ １位 西川 千尋（４年） 

小学３・４年女子  ５０ｍ背泳ぎ ３位 高田 真菜（４年） 

小学５・６年男子  ５０ｍ自由形 ２位 種窪 凛斗（５年） 

小学５・６年男子  ５０ｍ平泳ぎ ３位 種窪 凛斗（５年） 

小学５・６年男子  ２５ｍ自由形 ３位 矢部 翔大（５年） 

小学５・６年女子  ２５ｍ自由形 １位 高戸 美悠（５年） 

小学５・６年女子  ５０ｍ自由形 １位 中島 美波（５年） 

小学５・６年女子  ５０ｍ平泳ぎ ２位 中島 美波（５年） 

小学５・６年女子  ５０ｍ自由形 ３位 吉田 真歩（５年） 

小学５・６年女子  ２５ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位 西田 有希（５年） 

小学５・６年女子  ２５ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位 水上 万緒（５年） 

小学５・６年女子 １００ｍ自由形 ２位 高戸 美咲（６年） 

小学５・６年女子  ５０ｍ自由形 ２位 高戸 美咲（６年） 

小学５・６年女子  ２５ｍ平泳ぎ ２位 魚  陽菜（６年） 

小学５・６年女子  ２５ｍ自由形 ３位 魚  陽菜（６年） 

小学５・６年女子  ５０ｍ平泳ぎ １位 前田 菜月（６年） 

小学５・６年女子 １００ｍ平泳ぎ ２位 前田 菜月（６年） 

小学女子５年生以下２００ｍリレー １位（新記録）吉田真歩 高戸美悠 西田有希 中島美波 

小学女子６年生以下２００ｍリレー     １位 前田菜月 水上万緒 山本朱璃 高戸美咲 

砺波市小・中学校科学作品展         研究努力賞 県教育会長賞 中山 実咲（２年） 

 着想賞 堺井 太陽（６年） 

砺波市尐年尐女自作童話大会  最優秀賞 上田 朱花（６年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土

9月30日 1 2 3 4 5

１４歳の挑戦
　　（～４日）

すこやかデー
クラブ活動

芸術劇場
（低学年）
ＰＴＡ運営委員会

体育館及び施設開
放中止
（13日まで）

6 7 8 9 10 11 12

地区民運動会 学習発表会予行 学習発表会準備 ＰＴＡ学習発表会準備

13 14 15 16 17 18 19

学習発表会 体育の日 振替休業日 すこやかデー
貯金日

通学班長会
就学時健康診断
午後放課
（1～5年）

2年校外学習

20 21 22 23 24 25 26

東部ふれあいの日
（家庭の日）

3年ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ球根
植え込み

クラブ活動 持久走大会 持久走大会
　　　　　予備日

庄西中学校
合唱コンクール

27 28 29 30 31

避難訓練
にこにこ
　東部っ子集会
全学年６限実施
　　１６：１０下校

4年校外学習
委員会活動

5年校外学習 学校訪問研修会
午後放課
（１の３、３の４，５の１

　　　　は15：00下校）

１０月の行事予定


