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勝っても、負けても
校

長

田中
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５月２３日（土）、開校９０周年記念運動会が行われました。「９０年の伝統を引き継ぎ、一生懸命が
んばろう」のスローガンのもと、全学年が力一杯、演技に取り組みました。
小学校に入学して２か月、１年生は初めての運動会でしたが、速いテンポのダンスやすばやい隊形移
動などもしっかりとこなし、元気いっぱいの演技ができました。２年生から５年生も練習の時から集中
して取り組み、表現や団体競技では友達と協力し、気持ちを合わせて演技する姿が随所に見られました。
そして小学校最後の運動会の６年生は、最高を見せるという意気込み、真剣さがひしひしと伝わり、組
体操ではその成果を一つ一つの演技で見事に表現してくれました。演技の最後には代表児童が、学年の
絆や周囲への感謝の気持ちを述べ、会場はさわやかな感動に包まれました。
今年は白組が優勝、赤組が準優勝、子供たちからすれば、勝つか、負けるかどちらかです。得点発表
で白組の優勝が決まると、子供たちの表情が分かれます。閉会式では、勝てばうれしいし、負ければ悔
しい、どちらの気持ちも体いっぱい感じることが大事、そしてその気持ちを次に繋げること、次はまた
頑張るぞ！と思う気持ちをもつことが大事、という話をしました。どんな状況でも、受け止めて乗り越
えられる子に、またさらなる目標を持てる子に育てていきたい。それが関台小の伝統を引き継ぎ、学校
の教育目標であり、今年度の重点でもある「つよい心とからだをつくろう」に繋がるものと考えます。
大きな行事を終えるごとに子どもの確かな成長を感じます。目に見える成長とともに、それを支える内
面的な成長もしっかりと捉えて子供を励まし、自信をもたせていきたいです。
参観者の総数は１２９５名を数えました。早朝から最後まで、保護者の皆様、地域の皆様には温かな
声援、励ましの言葉をたくさんいただきました。おかげ様で子供たちは精一杯の力を発揮することがで
きました。ありがとうございました。また、ＰＴＡ会長をはじめ役員、運動会委員、保護者の皆様には
暑い中、最後の後片付けまでご支援・ご協力いただきましたことに感謝申し上げます。近隣の皆様にも
温かく見守っていただきましたことに重ねて感謝申し上げます。

オリンピック・パラリンピック教育推進校
今年度、オリンピック・パラリンピック教育推進校として３つの取組を行います。
① オリンピック・パラリンピックの意義や理念を学習し、フェアープレー精神や互いに認め合う態度
を育てる。
② オリンピアン・パラリンピアンとの交流を通して、運動やスポーツに関心を持たせ、体力・運動能
力の向上を図る。
③ 自国及び世界の国々の伝統や文化を学び、国際理解を深める。

３つの取組を通して、これからのグローバル社会をたくましく生き抜く、心身ともに調和のとれ
た児童の育成を目指すとともに、生涯スポーツへの関心を高めていきたいと考えます。

１年生

担任

古橋 奈菜未

２年生

担任

平島

将崇

入学してから初めての運動会。短い練習期間の中

２年生の表現「それゆけ FLASH！」では、カラー

でしたが、ダンスの振り付けや行進、競技ごとに

軍手をつけながらかっこよく踊ることができまし

様々な並び順などを覚えました。本番に向けて、ひ

た。練習を始めるとすぐに多くの子供たちが曲を好

とつひとつの練習に頑張って取り組みました。

きになり、休み時間にも友達と一緒に教室で踊る姿

「きらきらスマイル♪」では、キラキラのポンポ が見られました。
ンを手に、緊張しながらもニコニコ笑顔で踊ること

「デカパンで GO！」では、二人組で息を合わせな

ができました。チェッコリ玉入れや３０ｍ走も、全

がら走りました。練習では、自分だけのペースで走

力で取り組む姿に成長を感じました。

ってしまい転んでしまったこともありましたが、相

他学年の種目では、一生懸命応援をし、達成感い

手の友達と協力しながら走れるようになりました。
友達と協力しながら取り組むことができた 2 年生。

っぱいの運動会となりました。

一人一人が頑張る姿を見ることができました。

３年生

担任

矢野 篤彦

「出るとき・応援するときのメリハリをつけて低

４年生

担任

熊﨑 陽子

高学年になって初めての運動会でした。どの種目も

学年のお手本になる。見た人がすごいと思う運動会 低学年の時よりも、力強く迫力のある演技ができたと
にする。
」をめあてとして取り組んだ３年生。「サン 思います。
ライズ７０」では、３年生らしい行動とは何かを考

表現は練習が始まったころから、とても意欲的で、

え、走ることはもちろん並び方や退場も全力で取り リズムに合わせて声を出したり、ジャンプをしたりし
組みました。
「台風６６号接近中！」では、赤白それ ながら練習に取り組んでいました。ダンスだけでな
ぞれ作戦を考え、本番では息を合わせた接戦を繰り く、跳び箱や縄跳び、フラフープも取り入れました。
広げました。表現「感じるままに～Sir Duke～」で 自分の得意な技を選び、日頃の体育の授業の成果を発
は、手作りのサングラスとネックレスをつけ、音楽 揮できたと思います。
の素晴らしさを感じながら踊りました。グループご

また、今年からの新種目「綱とり物語」では最初は

とのダンスでは、
“感じるままに”編み出した振付を 困惑している姿もありましたが、どの綱を取りに行く
笑顔いっぱいに披露しました。

かと友達と作戦を立てている姿もありました。
行事を通して大きく成長することができました。

５年生

担任

大槻 雄介

６年生

担任

原 豊

５年生は、初めての係にも真剣に取り組み、１０

今年は小学校最後の運動会。鼓笛から始まり、係

０ｍ走も騎馬戦も全力を出して頑張りました。一生

の仕事、100ｍ走、騎馬戦、さらには組体操と大活躍

懸命走り回る姿に、高学年らしい頼もしさと成長を

でした。休み時間も鼓笛や組体操の自主練や係の仕

を感じることができました。

事に励んでいるその姿に、
「最高の運動会にしたい」

また、今年の「関台ソーラン」はみんなで目標を

という思いが伝わってきました。

設定し、常に切磋琢磨し合いながら質を高めてきま

特に組体操では、当日が近づくにつれてメキメキ

した。本番で見せた迫力あるかけ声と堂々とした逞

と力を見せ、本番もその成果を十分に発揮できまし

しい踊りは、運動会を大いに盛り上げました。この

た。笑顔に向けて努力を重ね、目標通り笑顔で終わ

大成功をスタートとし、この先も学年の絆をより一

ることができた最高の運動会になりました！ご声援

層深めていきましょう！

ありがとうございました！！

矢野 篤彦
本年度最初の土曜授業公開となった４月２２日（土）に、全学年においてセーフティ教室を実施しました。
子どもたちの安全を守ること、また、子どもたち自身の危機管理意識の向上を目的として、ゲストティーチャ
ーによる授業を行いました。
低学年は、クロネコヤマトによる交通安全教室で、運転席から見た死角や内輪差と外輪差による危険性につ
いて学習しました。中学年は、大塚警察による安全教室で、不審者対応の DVD を視聴し、警察の方の話を伺
いました。そして高学年は、ＮＴＴドコモによるスマホ・携帯安全教室で SNS 等での個人情報の扱い方につ
いて学習しました。
様々な観点から安全教育の充実を図ることができました。また、保護者の皆様にもご参観いただいたことで、
学校と家庭とでお子様の安全を考えるための契機となったことと思います。学校におきましても繰り返し指導
してまいりますが、ご家庭でも折に触れお話いただきますようお願いいたします。

６月の行事予定
行

日 曜

事

あいさつ運動について

1

木

児童集会② ４時間授業

2

金

耳鼻科検診(3・4)・委員会活動③

3

土

音羽中土曜公開日 こども広場(全日)

運動」を実施します。自分からすすんで挨拶す

4

日

こども広場(全日)

る態度を育てることを目標に、全校で取り組み

5

月

全校朝会・歯磨き週間始・体力テスト週間始

ます。校門・第１階段の２階・第２階段の２階

6

火

安全指導・学習教室⑤

・保健室前の４ヶ所に分かれて学年ごとに活動

7

水

体力テスト週間終

します。この期間は子ども達の「おはようござ

8

木

体育朝会（高）

います！」という元気な声と笑顔で学校がいっ

9

金

歯磨き週間終・学習教室⑥

ぱいになり、清々しい気持ちで関台小の１日が

10

土

音羽中運動会 こども広場(全日)

始まります。ぜひご家庭でも子供たちと挨拶を

11

日

こども広場(全日)

し合えるよう、心がけてみてください。

12

月

全校朝会（プール開き）

手塚 奈緒
今年度も、６月、１１月、２月に「あいさつ

学校探検

八ヶ岳前日健診・避難訓練（二次避難）・学習教

13

火

14

水

15

木

16

金

八ヶ岳移動教室(5)終・学習教室⑧

17

土

こども広場(全日)

18

日

こども広場(全日)

19

月

全校朝会

20

火

植栽（４・５）・学習教室⑨

21

水

クラブ活動⑤

22

木

関台キッズ③・ＰＴＡ総会

23

金

植栽予備日・学習教室⑩

24

土

土曜授業公開②・ＰＴＡ親睦会

25

日

こども広場(全日)

26

月

全校（音楽）朝会・社会科見学(４)

27

火

学習教室⑪

28

水

29

木

児童集会③

30

金

学習教室⑫

田中 智恵

室⑦
八ヶ岳移動教室(5)

５月１日に、２年生が１年生を連れて、学校探検を
こ行いました。２年生は１年生と手を繋ぎ、何をする教
とは

体育朝会(低)・八ヶ岳移動教室(5)・給食試食会
演劇鑑賞教室(3)

室なのか、教室には何があるかなど、優しくわかりや
すく学校の中を案内しました。１年生は嬉しそうに一
生懸命聞いていました。
このような異学年交流を通して、責任感やお互い
を思いやる気持ちを育てていきたいと思います。
水泳学習が始まります。
大槻 雄介
６月１２日（月）から水泳学習が始まります。
学校では、以下のようなめあてをもって指導し
ていきます。
〈低学年〉水に慣れ親しむことを通して、水に
対する抵抗をなくし、楽しく活動できる。
〈中学年〉身体を伸ばして浮き上がることがで
き、息継ぎの仕方を学びながら簡単な泳ぎ方
を学ぶ。
〈高学年〉自分に合った目標を決め、クロ－ル
や平泳ぎで続けて泳げる。
保護者の皆さまには、健康管理や水泳学習の
準備など、ご協力をお願いします。

放課後遊び：１２、１３、１５、１６、１９、２０、２２、２３、２６、２７、２９、３０日です。

★カウンセラー来校日は毎週火曜日（寺島先生）毎週木曜日（村田先生）です。
★放課後学習教室は 1・2 年希望者のみの参加です。
☆ 関口台町小学校ホームページ ☆ http://www.bunkyo-tky.ed.jp/sekidai-ps/

