
 

 

 

 

 

大きく成長することを願って～「一致団結」・運動会～ 
 

副校長 沖 山 宗 弘 
 

  風が心地よい季節となりました。関台サポー

ターズの方々が植栽してくださっている花々や、江

戸川公園などに見られるツツジの花の色もより鮮や

かになり、子供たちの元気を後押ししてくれている

かのように思います。 

新年度が始まり早1か月が経ちました。今年度は

１０連休の影響もあり、運動会の練習や準備が例年

よりも早くスタートしました。子供たちはもちろん

のこと、教職員、保護者、地域の方々が一体となっ

て、この行事の成功のために力を尽くすことは、昔

も今もそして未来永劫変わることはないと考えます。

また、企業でも運動会を盛り上げる機運が高まって

いるそうです。なぜ、それほどまでに運動会という

行事が多くの人々に愛されるのでしょうか。 

まずは、学習指導要領に示された運動会の目標に

目を向けてみると、「健康の保持増進、安全な行動や

規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、

責任感や連帯感の涵養など」が重点として示されて

います。つまり、運動会は、個人としての体力の向

上のみを目的とするのではなく、チームでプロジェ

クトに取り組むことの多い社会を生き抜く力を育む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことにつながると考えます。 

思い起こせば、私自身も子供の頃、運動会を成功さ

せようとの多くの思いを巡らせ、練習や話し合いをし

てきました。リレーのバトンパスやコース取りの練習、

応援合戦の内容、表現の難しい箇所の練習、団体競技

での作戦会議など、一つの目標に向かって仲間と協力

して時の経つのを忘れるくらい一生懸命になったこと

が、つい最近のことのように思い出されます。 

関口台町小学校の子供たちも、この運動会の成功に

向けて「一致団結」して練習に取り組み始めました。

運動会当日までのプロセスでは、「ダンスをきれいに見

せるためにどういう風に動いたらよいか友達と考えよ

う」、「団体競技で勝てるように作戦を友達と考えよう」、

５・６年生は「運動会を成功させるために高学年とし

てこんな取り組みをしよう」など、友達と共に考え、

協力する姿がたくさん見られることと思います。 

学校行事は、大切な人間形成の場です。大きな行

事を通して、子供たちが人として成長する姿を私も

教員として数多く見てきました。関口台町小学校の

子供たちが、この運動会を通して、友達と協力して

大きく成長することを願ってやみません。 
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教育目標 ○よく考えてやりぬこう ○なかよく助け合おう ○つよい心とからだをつくろう 

平成３１年４月２５日発行 

第２号（５月号） 

発行者 校長 相原 雄三 関台だより 
文京区立関口台町小学校 学校だより 

５月行事予定表（１９日）

1 水 休日（祝日扱い）　こども広場

2 木 休日　こども広場

3 金 憲法記念日　こども広場

4 土 みどりの日　こども広場

5 日 こどもの日　こども広場

6 月 振替休日　こども広場

7 火 安全指導・視力検査(3) ◆

8 水 尿検査（２次）・視力検査(2)

9 木
体育朝会（高）
運動会係打ち合わせ（６校時） ◇

10 金 眼科健診(1・2・3)・委員会活動②

11 土 音羽中授業公開日　こども広場

12 日 こども広場

13 月
全校朝会・内科健診・(5・6)
学習教室①

〇

14 火 耳鼻科健診(4・5・6) ◆ 〇

15 水 視力検査(1)

SC来

校日

放課後

遊び日 曜 行　　　　　　事

16 木
体育朝会（低）
音楽鑑賞教室(5) ◇ 〇

17 金
全校練習①
耳鼻科健診(1・2・3)

〇

18 土 こども広場

19 日 こども広場

20 月
全校（音楽）朝会
学習教室②

21 火 全校練習② ◆ 〇

22 水

23 木 全校練習予備日 ◇ 〇

24 金 運動会前日準備

25 土 運動会

26 日 運動会予備日

27 月 振替休業日　こども広場

28 火 〇

29 水 避難訓練

30 木 児童集会② ◇ 〇

31 金
体力テスト①
クラブ活動②

◇寺島先生（９日まで）、鈴木先生（１６日から）

※スクールカウンセラー（SC)　◆川島先生



                 
 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

＜副校長 沖山 宗弘＞ 

「子供たちの笑顔があふれ 楽しい学校」を目指

し、力を尽くします。よろしくお願いします。 

＜教諭 新宮領 美貴＞ 

 関台小の子供たちの輝く笑顔がすてきです！かわ

いい子供たちと一緒に成長できるよう、頑張ります！ 

＜教諭 石川 智子＞ 

子供たちと一緒にステキな作品をたくさん作って

いきたいと思います！よろしくお願いします。 

＜教諭 新國 美枝＞  

元気いっぱいで笑顔が素敵な関口台町小学校の

子供たちとの出会いを大切に１年間頑張ります。 

 

 

＜栄養士 長谷川 明子＞ 

また関台小のみなさんと過ごせるのが楽しみで

す。おいしく楽しい給食をつくります。 

＜教諭 奥薗 健一＞ 

「すべては子供たちのために」をモットーに子供

たちと共に全力で頑張ります。 

 

 

＜教諭 中村 めぐみ＞  

お隣の小日向台町小学校から参りました。子供た

ちが笑顔で楽しく過ごせるよう、精進します。 

 

 

＜教諭 永澤 永子＞ 

挨拶が素敵で元気いっぱいの子供たちに会えて

嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。 

＜副校長 田村 孝夫＞ 

  気持ちは関台小に置いてきました。みんなの飛躍

を期待します。２年間楽しかったです。 

 

 

＜教諭 山元 美智子＞ 

「一期一会」。お世話になりました。どこにいて

も応援しています。さようなら。 

 

＜主任教諭 川原 美砂＞ 

関台小の子供たち、先生たちが大好きでした。７

年間、本当にありがとうございました。 

＜栄養士 平岩 美樹＞ 

 関台小の皆さんと過ごした１年間は、とても楽し

かったです。ありがとうございました。 

 

 

＜事務 新井 昌子＞ 

子供たちの笑顔と保護者の方々に支えられた 14

年間、本当にありがとうございました。 

 

＜教諭 古橋 奈菜未＞ 

笑顔が素敵な子供たちと過ごした６年間、とても

楽しかったです。ありがとうございました。 

 

＜特別支援教室専門員 石原 真紀子＞  

沢山の思い出をありがとうございました。私も新

しい職場で頑張ります。またどこかで会いましょう。 

＜事務 戸塚 明子＞ 

初めての学校業務の仕事に就いた“一年生”です。

学ぶことがたくさんあるので頑張ります。 

 

５月の生活目標「学習のルールを身に付けよう」 

廣瀨 陽子（第２学年担任） 

本校には、子供たちが集中して学習に取り組むため

に、「関台の子 学習のルール」があり、全校で取り組

んでいます。学用品に関するものや授業に関するものな

どが書いてあります。ご家庭に配布した「よりよい学校

生活のために」に記載されています。（筆箱について

や、忘れ物をしないように持ち物を連絡帳に書く。等）     

学習がスムーズに進められるように、学習ルールを指導

していきます。 

ご家庭でも、お子さんと「関台の子 学習のルール」

をお読みになり、学習ルールの確認をお願いします。   

「運動会」に向けて－汗拭きタオル、水筒を－ 

体育主任 小沼 繁徳（第５学年担任） 

５月２５日(土)の運動会に向けて、各学年の練習

の他にも全校練習や応援団の練習が始まります。 

これから暑い日が増えてきますので、汗ふきタオ

ルと水筒の準備をお願いします。また、体力を消耗

しますので、睡眠を十分にとるようにご家庭でも声

掛けをしてください。 

また、昼食は教室で担任と一緒にお弁当となりま

す。運動会当日の登校時、お子様にお弁当を忘れず

に持たせてください。ご協力のほど、よろしくお願

いします。 

【運動会のお知らせ】 
 
日時：５月２５日（土） 午前９時開始 

（終了予定時刻：午後 3時 15分頃） 

(※雨天の場合は、休業日となります。) 
 

場所：校庭（保護者の皆様の観覧は、立ち見となります。） 

◇２５日が雨天の場合の予備日：５月２６日（日） 

※２６日が雨天の場合は、全学年登校し、５時間授

業（水曜時程）となります。その場合は、お弁当

の用意をお願いします。また、その際の予備日は、

２８日(火)を設定しています。 
 

◇振替休業日：５月２７日（月） 

 

◇着任の言葉                ◇離任の言葉 

【お知らせ】 
※音楽専科 高倉 明子教諭が産休に入ったため、荒牧憲子教諭が第２学年から第６学年までの音楽科の指導を行っ
ています。 

※２年２組 廣瀬 陽子主任教諭の妊娠に伴う体育指導軽減として、佐々木 真衣教諭が体育科の指導を行っています。 

＜教諭 礒松 俊輔＞ 

 一人一人の子供たちが「できた！！」という経験

を積み重ねられるように努力して参ります。 

 

＜教諭 荒牧 憲子＞ 

校歌の歌声がきれいな学校で嬉しいです。子供た

ちと素敵な演奏をしていきたいです。 

 


