
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ひかり～       

中村小学校 学校だより No３０ 

平成３０年１２月１１日   文責：校長 宮﨑  

  

１２月生活目標：体をきたえよう 

ふるさと発見！四万十の子ども研究発表会！（主催：四万十市教育委員会） 

 

 

 

 １２月９日（日）に、今年度初めて四

万十市教育委員会が主催する「ふるさと

発見！四万十の子ども研究発表会」が、

ＪＡ高知はた農協会館で開催されました。 

 目的は、次の２つです。 

「四万十市の地域や歴史、文化、人物に

興味をもたせるとともに、自分で課題を

立て、情報を集め、整理・分析して、ま

とめ・表現する力を育てる」「四万十市

の伝統と文化を大切にし、先人の功績を

知り、ふるさと四万十市を愛し誇りに思

う心情を育てる」ことです。 

本校からは、６年生の２チームが学校

代表で選ばれ出場しました。 

①チーム「中村を全国に広めよう」 

②チーム「中村の商店街の魅力を伝えよう」 

 ２チームとも、国語や総合的な学習で

学んだことを基に、どんどん主体的に考

え、行動してテーマに基づいたプレゼン

テーションに仕上げ、堂々とした発表で

立派なものでした。さすが中村小の代表

チームだなと胸を張ったことです。 

地域の方々や保護者の方々にもアンケ

ートやインタビューなどにご協力いた

だきありがとうございました。 

 研究発表会には、四万十市内の全ての 

小学校から、全部で１８チーム出場して

いました。結果は、四万十市長賞に次ぐ 

四万十市教育長賞を、チーム「中村を全

国に広めよう」が受賞しました。市長賞

とは僅差であったと、講評を受けまし

た。おめでとうございます。 

チーム「中村を全国に広めよう」 山﨑結羽さん 永島愛子さ

ん 大谷小織さん 松本秦平くん 松田唯斗くん 

チーム「中村の商店街の魅力を伝えよう」 山田健太くん 

横山暖弥くん 中川世理さん 津野航くん 土居香穂さん 



 

【敬称略】 

【１年 男子】１ｋｍ 【１年 女子】１ｋｍ 

１位 栗本 陣之 ４分３３秒 

２位 佐竹 隼侑 ４分３４秒 

３位 竹内 玲翔 ４分４８秒 

１位 増山 一花 ４分５６秒 

２位 加用 莉恋 ５分４秒 

３位 中平 里乃 ５分２８秒 

【２年 男子】１ｋｍ 【２年 女子】１ｋｍ 

１位 北尾 敦也 ４分７秒 

２位 大原 永煌 ４分１６秒 

３位 松下 玖都 ４分２５秒 

１位 大西 結愛 ４分５０秒 

２位 岩合 美來 ５分２秒 

３位 立石 なな ５分６秒 

【３年 男子】２ｋｍ 【３年 女子】２ｋｍ 

１位 宮村 悠樹 ８分２１秒 

２位 田上 扇吏 ８分４０秒 

３位 大原 爽介 ９分９秒 

１位 北尾 花音 ９分５７秒 

２位  森  愛莉 １０分６秒 

３位 佐竹 希望 １０分４５秒 

【４年 男子】２ｋｍ 【４年 女子】２ｋｍ 

１位 陸野 来斗 ７分５１秒 

２位 武田 充志 ８分２８秒 

３位 栗本 愛司 ８分３４秒 

１位 桑原 海夕 ７分５８秒 

２位 澤田夏彩子  ８分１０秒 

３位  辻  萌那 ８分３９秒 

【５年 男子】３ｋｍ 【５年 女子】３ｋｍ 

１位 立石 恭平 １２分２１秒 

２位 尾﨑  晴  １２分４７秒 

３位 近藤 結人 １２分４８秒 

１位  森  七香 １３分３３秒 

２位 民部 琴葉 １４分１秒 

３位 山本 花乃 １４分５３秒 

【６年 男子】３ｋｍ 【６年 女子】３ｋｍ 

１位 江口 世那 １２分４６秒 

２位 谷口 翼季 １２分４８秒 

３位 岡村 拓海 １２分４９秒 

１位 西山璃央音 １３分４秒 

２位 陸野ほのか １５分３秒 

３位 今津 美咲 １５分２８秒 

 

 

 

１年 １ｋｍ ２年 １ｋｍ ３年 ２ｋｍ 

１位 戸田 有咲 １秒差 

１位 西村  桜  １秒差 

１位 若月 愛叶 １秒差 

１位 今倉  凜  １秒差 

２位 森岡 美心 ２秒差 

２位 木村ふう花 ２秒差 

１位 竹山 乃愛 １秒差 

２位 今岡  心  ２秒差 

２位 高見 もえ ２秒差 

４年 ２ｋｍ ５年 ３ｋｍ ６年 ３ｋｍ 

１位 栗本 愛司 ピッタリ！ 

２位 山本 太郎 １秒差 

２位 森田琉生南 １秒差 

１位 小池 時波 ２秒差 

２位 宮地 亮輔 ３秒差 

２位 白石 沙綺 ３秒差 

１位 津野 航 １秒差 

１位 森岡和加奈 １秒差 

３位 今津 美咲 ２秒差 

 

校内マラソン大会結果 上位部門 
 

校内マラソン大会結果 ピッタリ部門 

 本校のマラソン大会は、自分の設定した目標タイムとの差を競う“ピッタリ部門”も設けて

います。自分への挑戦、自分との闘いでもありました。各学年上位３位までは上記の通りです 

【敬称略】 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災避難訓練を行いました １２月１０日（月） 

 

 

 

 

火災避難訓練を実施しました。四万十消

防署の宮地さんと室津さんに来ていただい

て、火災の恐ろしさと消火器の使い方につ

いて、説明を受けみんな真剣に話を聴いて

いました。 

その後、児童会執行部や６年生が消火訓

練を行いましたが、初めて消火器を扱った 

児童も多かったようです。 

 空気が乾燥し、火災の起きやすい時期で

すので、各ご家庭でも「火災の恐ろしさと

大切な命を守ること」等を、子どもさんと

お話をしていただき、十分に注意をしてい

ただきますようよろしくお願いします。学

校でも家庭でも「火の用心」です。 

 

 

 ６年生は、１２月１３日（木）に、市立中

村中学校への体験入学があります。中学校で

の学習の様子や部活動など、見学したり体験

したりしてきます。早いもので、あと３ヶ月

ほどで小学校も卒業。一人一人が小学校で身

に付けるべき力をしっかりとつけていくよ

う、様々なことに真剣に臨みましょう。 

 


