
４０日以上にも及ぶ長い夏休みが終わりました。心も体も一回りも二回りも大きくなった子どもたちが

学校に戻り、いよいよ観音寺東小学校最後の２学期が始まりました。今夏は、猛暑・酷暑という名にふさ

わしい暑い日が続きましたが、休み中事故もなく、みんながそろって元気に新学期を迎えることができた

ことを大変嬉しく思います。同時に、保護者の皆様並びに地域の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げま

す。ありがとうございました。

さて、休み中の子どもたちは、チャイムがない生活の中でゆとりのある時間を生かして、貴重な体験が

たくさんできたことと思います。体験を通して感動したり、めあてに向かって挑戦したりする中で、子ど

もたちは多くのことを学び自尊感情も高めていくものです。これら夏休みの貴重な学びを是非２学期から

の生活にも生かして欲しいものです。また先日の始業式では、主に下記の内容について話をしました。趣

旨をご理解いただき、ご家庭や地域においてもご指導・ご助言をお願いします。

本校のトランペット鼓隊が、７月１３

日（土）には、「薬物乱用防止パレード」

に、また２０日（土）には「戎まつり」

に参加して堂々と演奏しました。どちら

も大変暑い中での発表でしたが、練習の

成果を発揮し、見事に演奏することがで

きました。主催者や応援してくださった

皆様の期待にしっかり応えてくれました。

観音寺市立観音寺東小学校

平成２５年度学校だより 第 ５ 号

２０１３年 ９月４日

９月１２日（木）運動会予行 １０月２７日（日）授業参観、人権講演会・コンサート

９月１４日（土）登校日 １１月２３日（土）登校日

９月１５日（日）秋季運動会 １１月２４日（日）閉校記念祭（記念式典・学習発表会）

１０月 ２日（水）秋の遠足 １２月 ６日（金）校内マラソン大会

１０月 ６日（日）廃品回収 １２月１９日（木）・２０日（金）個人懇談会

１０月１０日（木）地区陸上記録会 １２月２４日（火）２学期終業式

＜２学期の主な行事予定＞

○ この観音寺東小学校で、同じクラスの仲間として学べる期間は残りわずかとなった。日本人とし

て生まれ、同じ小学校で学び、同じ教室で学ぶことができるという奇蹟とも言える仲間たちとの

「縁」を意識し、日本中のどこの学級にも負けない自慢できるクラスを作って欲しい。

○ そのためのキーワードは、「たったひとことが人の心をきずつける たったひとことが人の心を

あたためる」だ。温かい言葉を言い交わせ、観音寺東小学校の学校生活が、いつまでも仲間との楽

しく懐かしい思い出として心に残るクラスを作ろう。

○ ２学期は、閉校記念運動会や学習発表会が予定されている。みんなが一段と輝く姿を、挑戦する

姿を保護者や地域の方々は期待している。がんばろう。

＜薬物乱用パレード＞ ＜戎まつり＞



＜観音寺市Ｂブロック水泳記録会＞（７月２２日）

○ ５年男子 ・５０ｍ自由形 第１位 岩田 悠雅（地区２位） ３１秒６

第２位 圖子 雄太（地区６位） ３７秒２

・５０ｍ背泳ぎ 第３位 鴨田 尭憲（地区３位） ４７秒３

・２００ｍリレー 第２位 岩田 悠雅 圖子 雄太

藤原 葵 鴨田 尭憲

○ ６年女子 ・５０ｍ背泳ぎ 第１位 筒井 美帆（地区１位） ３４秒９

・５０ｍ平泳ぎ 第２位 松田かのこ（地区３位） ４０秒５

第５位 橋田 咲季 ４９秒０

・２００ｍリレー 第２位 筒井 美帆 松田かのこ

福田 真佑 橋田 咲季

○ ６年男子 ・５０ｍ自由形 第２位 圖子 雄介（地区３位） ３２秒３

第４位 和田 陽 ３４秒９

・５０ｍ背泳ぎ 第３位 齊藤 巧馬 ５０秒５

・５０ｍ平泳ぎ 第５位 萩田 翔大 ５２秒７

・２００ｍリレー 第１位 圖子 雄介 和田 陽

齊藤 巧馬 萩田 翔大

＜香川県少年水泳選手権大会＞（８月９日・１０日）

○ ５年男子 ・ ５０ｍバタフライ 第３位 岩田 悠雅 ３５秒３１

・１００ｍ 〃 第２位 岩田 悠雅 １分１６秒５７

○ ６年女子 ・ ５０ｍバタフライ 第２位 松田かのこ ３３秒９１

・１００ｍ 〃 第２位 松田かのこ １分１６秒４５

・ ５０ｍ背泳ぎ 第４位 筒井 美帆 ３７秒９０

・１００ｍ 〃 第３位 筒井 美帆 １分１９秒４０

・フリーリレー 第４位 筒井 美帆 橋田 咲季

福田 真佑 松田かのこ

・メドレーリレー 第４位 筒井 美帆 橋田 咲季

松田かのこ 福田 真佑

＜三豊・観音寺小学生水泳大会＞（８月４日） ※ 小学校１年生から４年生までの大会です。

○ ２５ｍ自由形 ・１年女子 第６位 山本 更紗 ３１秒４９

・２年男子 第６位 齊藤 壮志 ２７秒４７

○ ２５ｍ背泳ぎ ・１年男子 第１位 上川 諒大 ２６秒４２

・１年男子 第４位 大西 崇仁 ３３秒９１

・２年男子 第５位 齊藤 壮志 ３２秒１６

○ ２５ｍバタフライ ・１年男子 第２位 上川 諒大 ２６秒９３

（大会新記録）

○ ５０ｍ自由形 ・３年女子 第４位 河西 里央 ４８秒８６

＜県よい歯の児童生徒審査会出場＞（８月８日） ・６年 大西 健介

＜競書会＞

○ 地区入選 ・１年 塩田 小華（金） 山本 更紗（銀） 河内 実愛（銀）

・２年 三好 心菜（金） 岩橋亜依夢（銅）

・３年 大谷 奈美（金） 大平 雪乃（金） 福田 莉菜（銀）

・４年 德永 晴香（銀） 三野 瞳真（銅）

・５年 井元舞衣子（金） 岩田 悠雅（銀） 大谷 美春（銀）

・６年 安藤 大翔（金） 筒井 美帆（銀） 片山 結香（銅）

○ 県審査会 ・金賞 １年 塩田 小華 ・銅賞 ５年 井元舞衣子

・入選 ２年 三好 心菜 ３年 大谷 奈美、大平 雪乃 ６年 安藤 大翔

女子の部 得点４５点 総合５位入賞
橋田 咲季 筒井 美帆 福田 真佑 松田かのこ

２分３６秒４（地区３位）

２分１９秒３（地区２位）

２分２８秒０（地区２位）

２分２１秒４６

２分４０秒３２


