
 

 

 
 
 
                                                                                     

  
校長 早山 美生 

前日に降った雨のおかげで、砂ぼこりは少し立ちにくかったようです。一週間前の他校

の運動会は、じりじりとした暑さでしたので、涼しくなって良かったと思ったり、暑さ対

策のアイデア（ぬれタオル持参と氷水たらい）が無駄になるかと思うと残念に感じたりし

ていました。 

当日は、運動会日和。五月晴れというにはあまりにも良すぎた晴天でした。「赤勝て！

白勝て！」子ども達の元気な声援が響き渡った一日。お陰様で、５月２７日（土）、本校

の運動会を、無事終えることができました。これも、保護者・地域の皆様の本校教育への

御理解と御協力の賜と感謝申し上げます。 

 さて、運動会は、教師と子どもが一体となって、全校あげて取り組む体育的な行事です。

その運動会のねらいは、体育学習の発表の場であるとともに、子ども一人一人の各種運動

の技能向上をめざしています。併せて、子どもを積極的に運動会に参加させて、自主性や

協力する態度を育むものです。 

 当日、子ども達は、一つ一つの演技・競技、応援、係活動などを通して一人一人がきら

っと輝いていました。即ち、一人一人が主役を演じた運動会であったと思います。 

 子ども達のきらっと輝く姿は、各学年のリズムの演技にも発見することができました。 

１年生「良いスタートの巻」鮮やかな手袋の動きとしっぽ？のかわいらしさを見ている

と幸せになりました。短い期間によく覚えたと感心。 

２年生「大久保花笠２０１７」和の踊りに挑戦。曲に合わせて鈴の音が気持ちよく響き

うっとり。青空のもと、花笠がくるりと返る美しさがありました。 

３年生「ルパン・ザ・ファイヤー」ダンスの楽しさが上手に表現されていて、アニメの

ユニークさも伝わりました。一人一人の役割がうまい。 

４年生「前略、大久保より」視線や指先・つま先まで気合が入ったかっこいいダンス。

上学年の仲間入りを感じました。 

５年生「ソーラン節」動きが揃った力強い表現。真剣な眼差し、すばらしい、感動。 

６年生の「集団演技～輪～」心を一つにした技、きびきびとした動き、さすが最高学年。 

子ども達のすばらしい表現は、子どもの真剣な練習と教師の熱心な指導が相まった作品

とも捉えることができます。 

 運動会のためにＰＴＡ役員の方々が、準備のための話し合いを度々行ってくださいまし

た。また前日から準備に参加していただいたり、当日、早朝よりお手伝いいただいたりし

ました。片付けに至っては、多くの保護者の方にお骨折りいただき、またたく間にたくさ

んのテントをたたむことができました。本校の教育への期待の現れと捉えました。この期

待に応えるべく、教育実践に取り組まねばと胸に刻んだ次第です。 

 今後とも、行事の精選統合を図りながら、子どもが主役を演じることができる行事を構

築する努力を積み重ねていきたいと考えております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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平成２９年６月１日 

一人一人が主役を演じた運動会 ～出番で育てる～ 

保小学校の先生は何人でしょう？ 
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５月２日(火)、なかよしグループで中央公園に

遠足に行きました。大久保小学校では、年間を通し

てなかよしグループで活動を行い、異学年の子ど

も達との交流を図っています。思いやりの心を育

てることと、リーダーとしての自覚を高めたり、そ

れぞれの役割を学んだりすることを目的としてい

ます。｢１年間よろしくね。｣ 

手を離さないでね 

「いっしょのグループだね」 

1 年生と手をつないぐ６年生は、安全に歩かせ

るだけでなく、１年生が楽しく過ごせるようにた

くさん話しかけていました。公園でグループごと

に記念写真を撮ってからは、お弁当タイムです。

食べるときには、さびしそうに食べる子がいない

ようにリーダー達がシートの位置を工夫してい

ました。「いただきま～す！」 

なかよくお弁当タイム！ グループで遊ぼう 

グループ遊びでは、だるま

さんが転んだ、縄跳び、ハンカ

チ落としなど、１年生を楽し

ませようとたくさんの遊びを

準備していました。汗をいっ

ぱいかいて学校に戻った子ど

も達の一言。「疲れた～。」 

地震だ！ 避難だ！ 

 児童引き渡し訓練 ５月１１日 

 大地震が発生したことを想

定して避難訓練が行われまし

た。児童のみでの下校を危険

と判断し、保護者に引き渡し

をする訓練です。緊急メール

で保護者に連絡し、学校に来

ていただきました。みなさん

の協力のお陰で引き渡しもと

てもスムーズに進みました。

「訓練以上のことはできない」

ということを念頭に置き、こ

れからも備えていきたいと思

います。緊急メールへの登録

がまだ済んでいない方は早急

に登録をお願いします。 

地震発生 

校庭へ避難 

緊急メール発信 

保護者来校 

児童引き渡し 

安全な校庭への避難 

一人ずつ確認しています 



 
おめでとう！ 市内陸上大会 

 総合第３位 女子優勝！ 

 ５月９日（火）に市内陸上大会が実花小学

校で行われました。５年生の３学期から練習

に取り組んできた６年生。練習を通して技術

だけでなく、仲間との団結も高まっていきま

した。自己ベストを出す選手もたくさんいて、

総合成績第３位、女子優勝という結果となり

ました。全力で取り組む６年生の姿が全校の

目標となりました。また、選手を応援したり

役員児童として会場運営の手伝いをしたりす

るなど、大久保小学校の子ども達のすばらし

い姿をたくさん見ることができました。 

〈６０ｍ障害走〉 

・山﨑 正瑛 １組 ４位 １１秒５３ 

・鈴木 鴻志 ３組 ５位 １２秒０２ 

・笹村 汐音 ４組 ４位 １１秒５８ 

〈１００ｍ走〉 

・向井 友哉 １組 ５位 １５秒６５ 

・加藤 路瑛 ３組 １位 １４秒９０ 

・竹末 佳維 ４組 ４位 １５秒４６ 

・木村 竜太 ５組 ３位 １５秒１６ 

〈４００ｍリレー〉 

Ａ組 １位 １分００秒４０ 

・柴田 修弥  ・田中 優真 

・池田 隼人  ・友山 貴康 

〈１２３０ｍ走〉 

・佐々木勇馬 ２組 ５位 ４分３０秒２４ 

〈６０ｍ障害走〉 

・田邉 礼佳 １組 ５位 １１秒９９ 

・佐藤 来海 ４組 ３位 １２秒０１ 

・浅野 羽南 ５組 ３位 １２秒２１ 

〈１００ｍ走〉 

・秋山奈々絵 ３組 ３位 １６秒１８ 

・眞﨑 菜緒 ５組 ２位 １５秒８０ 

〈４００ｍリレー〉 

Ａ組 １位 １分０２秒０７ 

・岡田 藍莉  ・塩原 麻由 

 武井 梨乃  ・小林奈々夏 

〈１２３０ｍ走〉 

・吉田紗絵里 １組 ３位 ４分３５秒９０ 

・熱田日花里 ２組 １位 ４分４３秒２７ 

〈走り幅跳び〉 

・村田 奈穂 ７位 ３ｍ３２ｃｍ 

・髙橋 菜穂 ８位 ３ｍ３０ｃｍ 

〈走り高跳び〉 

・村田 晴彩 ８位 １ｍ１１ｃｍ 

・小谷莉々華 ８位 １ｍ１１ｃｍ 

〈ソフトボール投げ〉 

・大橋 奈穂 ２位 ４２ｍ９５ｃｍ 

総合第３位 

女子優勝 

決
勝
進
出
者
記
録
一
覧 

交通安全のお願い 

 交通ルールを守ろう！ 

 先日、東金街道で交通事故が発生しました。幸い、大事には至りま

せんでしたが、一歩間違えば大けがにつながるところでした。 

学校でも引き続き指導してまいりますが、子ども達が危険な歩行を

していましたら、その場で注意喚起をお願いいたします。 



 

２年 大久保花笠２０１７ 

６年 集団演技～輪～ ５年 ソーラン節 

４年 前略、大久保より 

１年 良いスタートの巻 

３年 ルパン・ザ・ファイヤー 

春季大運動会 風を切れ！仲間を信じ 最後まで！（今年度スローガン） 
 ５月２７日（土）、前日の雨がすっかり晴れ上がり、大久保小学校の校庭で運動会が行われまし

た。朝の応援合戦から紅組も白組も団長を中心に精一杯声を張り上げる子ども達。限られた練習

時間にも関わらず、どの学年の子ども達も競技や演技など、すばらしい姿を披露することができ

ました。保護者や地域の皆様の温かい拍手や声援に励まされ、子ども達も気持ちよく演技できた

と思います。昨年度にＰＴＡや卒業記念で寄贈されたテントも熱中症対策で効果的でした。 

ＰＴＡの皆様には，前日準備から当日の会場設営やパトロールなど、たくさんの協力をいただ

き誠にありがとうございました。また、昨年以上に「お父さんサポーター」が参加してくださり、

重たいテントも手際よく片付けることができました。重ねて感謝申し上げます。 

ＰＴＡ会長より、スターターピストルを寄贈していただきました。これからも大切に使わせて

いただきます。 

  

 


