
 

 

学園訓 気づき 考え 実践する  学校教育目標 よく考え 心豊かに たくましく 
 

 大 槌 の 子 
大槌町立大槌学園 園報№６ 令和元年１０月１７日発行 

 
精一杯 挑んできました！各種大会結果 

朝晩めっきり寒くなって参りました。学園では，１０月２６日の学園祭に向けて，取組がスタートしています。

また，様々な大会にも挑み，結果を出してきました。ここまでの子ども達の活躍を紹介します。 

 

釜石・大槌地区中学校新人大会 ３位入賞一覧     
（☆印は県大会出場 <>内は県大会出場枠） 

競技 区分 団体 個人・ペア 

野  球<１校>  ２位 （大槌・吉里吉里） 

サッカー<１校>  １位 ☆  

ソフトテニス 
<団体１校> <個人２組>  男 １位 ☆ 

２位 ☆ 小川 真央・八幡 伊吹 

３位   金﨑 大河・佐々木陽斗 

※県大会 団体戦 大槌１－２滝沢南 

     個人戦 小川・八幡ペア １－３ 敗退 
<団体１校> <個人２組>  女 ２位 

バスケットボール<１校> 女 ３位  

バドミントン 
<団体２校><２単２複>  

男 ３位 
２位 ☆ 佐々木 夏  ３位 平出 誠 

             ３位 藤原橙矢・東舘耀大 
卓  球 
<団体１校> <個人２名> 女 ３位  

剣  道 
<団体１校> <個人４名> 男 １位 ☆ 

 ２位 ☆ 小國 怜侍  ３位 ☆ 東梅 逞朗 
             ４位 ☆ 佐々木康太 

釜石・大槌地区小学校陸上記録会 入賞一覧 
○【トラック競技】 

種目 選手 順位 記録 種目 選手 順位 記録 

共通男子８０ｍＨ 上野 大雅 ２ 14”97 
共通男子 

１０００ｍ 
佐藤 大心 ６ 3’44”97 

５年男子１００ｍ 

河合 翼 ５ 16”24 
５年男子 

４×１００ｍＲ 

佐々木・髙木・ 

小國・得平 
６ 1’08”03 

上野 龍大 ８ 16”98 
５年女子 

４×１００ｍＲ 

堀合・阿部・ 

浅田・小嶋 
５ 1’04”75 

５年女子１００ｍ 平野 音 ８ 17”18 
６年男子 

４×１００ｍＲ 

山本・黒澤・ 

野﨑・佐々木 
２ 58’93 

６年男子１００ｍ 
黒澤 璃晏 １ 14”34 

６年女子 

４×１００ｍＲ 

菊地・齋藤・ 

吉田・徳田 
３ 1’03”15 

山本 悠稀 ４ 14”67 ６年女子２００ｍ 齋藤 真結 ４ 34”37 

６年女子１００ｍ 菊地 桜子 ３ 15”61      

 



徳田 絢音 ５ 15’74     

６年男子２００ｍ 野﨑 蒼矢 ５ 33”05     

 

○【フィールド競技】 

種目 選手 順位 記録 

共通女子走高跳 大澤 葉那 ８ 1.00m 

共通男子走高跳 
黒沢 悠太 ５ 1.05m 

佐々木秀真 ５ 1.05m 

共通女子走幅跳 
小松 倫子 ３ 3.38m 

村田 樹香 ５ 3.32m 

共通男子走幅跳 六串 光 ７ 3.50m 

 

釜石・大槌地区読書感想文コンクール入賞者 

＜最優秀賞＞ １年 三浦 琥雅  「みんなのこころはどこ？」 

 ４年 長岡 倭丸  「星にとどくかも」 

＜優秀賞＞  ８年 小澤 優宇  「『永遠のゼロ』を読んで」 

＜優良賞＞ １年 臼沢 颯馬  「ぼくのこころ」 

 ２年 藤井 咲希  「『もぐらはすごい』を読んで」 

 ３年 澤舘優里佳  「『かみさまにあいたい』を読んで」 

         ５年 柳内 琉   「『浜辺のクジラ』を読んで」 

６年 阿部 莉子  「『チキン』からの卒業 

６年 金﨑 陽由  「絆をつなぐ」 

７年 石井 香音  「命の大切さを教えてくれた桜良」 

 

 

   

１日（金）QU 検査 

 ４日（月）振替休日（文化の日）       ２５日（月）集金日 クラブ（最終） 

 ５日（火）音楽朝会             ２６日（火）期末テスト（７～９年）  

 ６日（水）連合音楽会（４・９年）            食指導（６年） カレンダー作り（4 年） 

 ７日（木）登校班長・SB リーダー会議     ２７日（水）期末テスト（７～９年） ７年親子レク 

       保育園実習（９年１組）            ３年社会科見学 

 ８日（金）漢字検定（２～９年）       ２８日（木）専門委員会 ５・６年下校 16：００ 

１１日（月）全校朝会             ２９日（金）３年社会科見学 

１２日（火）クラブ ９年進路事務説明会    ３０日（土）のびゆく子らの作品展（特支） 

      保育園実習（９年２組）            町学校保健会講演会 

１３日（水）実力テスト（９年） 

１４日（木）就学時健診 県新人戦壮行式（７～９年） １～６年４時間授業 

１５日（金）数学検定（７～９年） チャリティーカフェ（特支） 

１６日（土）県新人戦・後期（～１７日） 

１８日（月）クラブ ３年社会科見学 児童生徒会役員選挙  

１９日（火）食指導（２年） 

２０日（水）児童生徒会役員認証式 

２１日（木）５年鮭料理① 職員会議 

２２日（金）県中文祭（７～９年） ５年鮭料理② 

学年に関わる詳しい行事日程や下校時刻は，

学年通信をご覧ください。 
＜１１月の主な学校行事＞ 

９日 PTA 環境整備作業 

８：３０～９：３０ 

よろしく 

  お願いいたします。 

＜歯・口の健康ポスターコンクール＞ 

優秀賞   ３年 六串颯汰  佐々木汰一 

     ５年 飛内理奈  平野 音 

     ６年 上野大雅 

＜大槌町算数・数学問題づくりコンクール＞ 

教育長賞  

１年 佐伯柑奈 ２年 村上 絢  ３年 中野蒼徠 

５年 古舘醍奉 ６年 佐々木光里 ７年 倉本愛花 

８年 鈴木七星 ９年 南雲心寧 

大槌臨学舎敢闘賞 

１年 村上 結 ２年 里舘來河 ３年 六串颯汰 

４年 田中桜羽  ５年 中居優佳 ６年 川原畑弘大 

７年 中庭 庚 児玉英音    ９年 佐々木蒼衣 


