
 

 

 

 
 
 
                                                                                     

  

  「 体 」 という字  ～体力と気力は表裏一体～ 

校長 早山 美生(*^_^*) 

態度や姿勢は、一人一人の子供の心や性格を表すものです。また、心や性格が態度や姿勢

を形づくるともいわれています。現代の子供は、体格は良いが体力が劣っているといった傾

向があるといわれています。 

大久保小学校は、新体力テスト（スポーツテスト）で、多くの子供が運動能力賞の表彰を

される結果を出していますが、新体力テストが導入されてからの１９年間で、子供の体力や

運動能力は次第に向上している状況です。しかし、体力・運動能力の水準が高かった、昭和

６０年頃のピーク時と比べると依然低い水準にあります。規則正しく、意志の強い子に育て

るためには、何といっても強い体力が必要です。そのためにも集団的な態度の育成や基本的

行動の確立などが、極めて大切なのです。 

社会的に見て、知的な学習はかなり重視しますが、体育などは得意・不得意があることを

考慮して、あまり重要視しない傾向にあるようです。得意かどうかと考えると、仕方がない

かと思うことも理解できます。それでも、「あらゆる学問（学習）の基本は、体育による人づ

くりとつながると言っても過言ではない」とも考えられます。 

では、体力とはいったいどういったものなのでしょうか。大まかに上げると「病気に対す

る抵抗力の強さ」「事柄に取り組む持久力」「体の素早い動き」ではないでしょうか。『体』と

いう字を見ても「にんべん(イ)」に「本」と書くことから、人間本来の根本となる力を育て

るのが「体力」なのです。そして、気力というものは「よし、やろう」「がんばるぞ！」とい

う迫力と気構えです。この体力と気力とは、切っても切れない親戚関係にあると思います。

体力不足は、気力不足から生じるともいわれます。その逆も真なりで、気力の無い子は、強

い体力を持つことができないとも考えられます。 

子供の発達というものは、年齢に応じて伸びたり太ったりしていきます。太る時期は、２

～４歳、８～１０歳の頃です。この時期は筋肉や骨の構造が増して、瞬発力や敏しょう性が

強くなります。身長の伸びる時期は５～７歳、１１～１５歳の年代となっています。この時

期は、骨や筋肉が縦に伸びてほっそりした体形になる時期

で、持久力が増す時期だそうです。それぞれの時期に、発育

状況にあった発達刺激を与えることが大切です。 

子供を囲む学校でも家庭でも、人間の基をつくる体力と気

力を育てるための手立てを行うことが重要です。マラソン大

会が先日行われましたが、連日の練習に参加したことや、大

会当日に完走したことを、もっともっと賞賛したいと考えま

した。そして、大会の次の日の朝から、マラソンに励む子供

が多い ☺大久保小☺ に期待感を改めてもった次第です。 
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吹奏楽部顧問  今井 麻美 

１８日（土）、吹奏楽部は大阪城ホ

ールで開催された全日本小学校バン

ドフェスティバルに出演し、今年は

念願の金賞をいただくことができま

した。本番では子供たちの今までの

思いをすべて込めて演奏することが

でき、終わった後はみんなとても達

成感にあふれた顔をしていました。

大久保小学校がマーチングを始め

て、何年もの間夢見ていた金賞。この

金賞は、子供たちの思いもそうです

が、今までこの大久保小学校吹奏楽

部を作り上げてくださった歴代の顧

問の先生方や卒業していった先輩た

ちの思いもたくさん詰まった GOLD金

賞だと思います。今までお世話にな

ったたくさんの方々への感謝の気持

ちを忘れずにこれからも大久保小ら

しい活動を続けて参ります。 

 ２６日（日）、習志野市民会館にて開催され
た「第５回大久保ハミングコンサート」に実
籾小学校、大久保東小学校、第二中学校とと
もに出演しました。足を運んでいただいた地
域の方に、全国大会金賞の報告とともに大久
保小サウンドを披露しました。習志野市は子

供から大人まで音楽に親しむ「音楽のまち」
です。これからも地域に根ざしてまいります。 
  

全国大会出場校を激励する会 

 １２日（日）、市庁舎前の駐車場において、
激励会が開催されました。一つの市から市立
の学校四校が同時に全国大会に出場するとい
う史上初の快挙を、習志野市がお祝いしてく
ださいました。演奏演技する子供たちの姿は
朝日を浴びて光り輝いていました。宮本市長

をはじめとする来賓の方から激励の言葉をい
ただき、決意を新たにしました。全国に習志野
の名を広めることでしょう。 

全日本小学校バンドフェスティバル 金賞受賞 

吹奏楽部部長 久保 心結 
私たち吹奏楽部は何年もの間｢全国大会金賞｣という目

標に向かって頑張ってきました。その目標を初めて達成
することができました。それは、私たちを支えてくださ
ったみなさんのおかげです。今まで部長として大変なこ
とがあったけど、このメンバーで心を一つにし、最高の

思い出を作ることができて幸せです。残り約３ヶ月、感
謝の気持ちを忘れずに頑張ります。応援よろしくお願い
します。 
  

金賞受賞報告会 大久保商店街入口の横断幕 

全国大会出場に際し
ＰＴＡより慶祝金をい
ただきました。大阪への
楽器運搬費や楽器購入
費、楽器修理費に充てさ
せていただきます。あり
がとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈1 年生〉       〈２年生〉       〈３年生〉   
男子    女子      男子    女子      男子    女子 

１位 本多敦貴  飯島美緒    朝比奈偉央 矢柴花楓    玉置 海  玉置 空 

２位 大澤悠杜  田中愛純香   山下敦貴  三浦璃心    佐藤幹太  酒森唯衣 

３位 藤本翔真  三巻真穂    川上鈴旺  藤野由楓    渡邉 慧  武藤波瑠 

４位 岡田英大  佐藤紗音    佐野晃太郎 長島心優    坂根 貫  卯木杏菜 

５位 佐味拓真  荒井花音    角田春樹  太田 湊    杉川璃空  中野知里 

６位 長谷川凜生 上見遥香    江角颯真  中川 葵    青木真翔  杉浦由依 

７位 柏木悠太  藥師寺愛莉   下川裕太  佐藤舞衣子   加藤恵大  泉 吏英 

８位 岩川元輝  宮下 空    内山慧一  野﨑真央    田子凰雅  地曵里咲 

９位 近藤伊織  藥師寺愛菜   山田理市  妻鹿美月    宮坂隼斗  横田樹里 

10位 林 剛大  村山菜音    田渕 舜  松本彩祐子   菅原航希  根本美緒 

 

〈４年生〉       〈５年生〉       〈６年生〉   
男子    女子      男子    女子      男子    女子 

１位 廣本一翔  向井萌華    小川 悠  平 寧々    池田隼人  吉田紗絵里 

２位 飯島悠斗  沖津陽織    杉浦 光  井上祐来    柳 尋斗  小林奈々夏 

３位 市川瑛心  新澤杏花    坂田涼太  平 留璃    柴田修弥  杉山結衣 

４位 向井 彰  高橋莉愛    坂田渉太  野上菜那    中村和哉  武井梨乃  

５位 髙木颯弥  若尾紗良    阿部那音  児玉 咲    坂根 善  田中陽菜 

６位 荒井斗翔  中本千晴    佐々木晃大 鈴木仁千香   向井友哉  藤本奈優 

７位 加藤大睦  川端祐莉奈   大和真成  川村かえで   鈴木鴻志  梅原ひなた 

８位 寺島陽人  篠崎にいな   中村伊吹  幕田遥花    田渕翔史希 熱田日花里 

９位 金城祐哉  隈本奈那子   永田弥零  真辺美凛    佐々木勇馬 奥井 咲 

10位 竹下陽翔  長尾碧唯    金谷雄喜  北村陽奈    石塚剛大  上野真琴 

マラソン大会 各学年の上位入賞者の紹介  ３０日（木） 

朝マラソンの様子 園児たちの応援 記録に挑戦！ 

 ３０日（木）、空模様が心配されましたが、マラソン大会を開催することができました。この
大会に向けて、子供たちは毎日校庭を走っていました。自分の記録を更新しようと目標に向か
って努力する力、苦しくても最後までやり続ける力が育っていきました。沿道では保護者のみ
ならず、地域の方も子供たちの走る姿に大きな声援を送ってくださいました。特に幼稚園前で
は、園児による「ちびっ子応援団」からの熱いエールに、子供たちも勇気づけられていました。 
 試走も含めて、たくさんのマラソンサポーターのみなさんに協力していただき、ありがとう
ございました。子供たちが無事に走れるように、寒いなか長時間にわたって安全の確保をして
くださり、感謝申し上げます。 



 ３日（祝・金）、子供たちが楽しみにしていた「大久保小まつり」が開催されました。今年

も趣向を凝らしたコーナーがたくさん企画されました。恒例のおやじの会の焼きそばや、手

作り雑貨コーナー、ゲームコーナー、新鮮な野菜直売所など、保護者や地域の方のお店にた

くさんの人が並びました。吹奏楽部によるオープニングセレモニーでは、保護者や地域の方

が見守る中で全国レベルのマーチングを披露しました。また、教員によるバンド発表会では、

体育館いっぱいにたくさんの人が集まり、拍手をいただきました。みなさんに楽しんでいた

だけて、大変うれしく思っています。学校と地域が、これからも一層連携して子供たちを育

てられるように、協力していきたいと思います。これまで企画、準備、運営してくださった

ＰＴＡのみなさん、本当にありがとうございました。 

 ２５日（土）、２学期の授業参観・懇談会が実

施されました。土曜日ということもあり、たく

さんのお父さん方も参加してくださり、子供た

ちの学習の様子を見ていただくことができまし

た。自分の考えをわかりやすく説明する姿、友

達同士で考えを深める姿など真剣に学習に臨ん

でいたことと思います。張り切って普段以上に

手をあげたり、発表をしたりする子供たちが多

くいたのではないでしょうか？ 

 授業参観後の学級懇談会にも、たくさん出席

していただきありがとうございました。これか

らも保護者のみなさんと協力しながら子供たち

を成長させてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保小 1000か所ミニ集会 

大久保小まつり 

何を売っているのかな？ 読み聞かせコーナー 

 

先生方によるバンドコーナー 

 ２５日（土）、千葉県災害対策コーディネーターの
筒井義臣さんをお招きし、｢直下型大地震に備えて！｣
と題して、防災についてのお話を伺いました。地域の
防災力を高めるためのノウハウや各家庭に準備して
おくと便利なものなど、具体的に説明していただきま
した。大久保小学区の皆さんが安心して生活できるよ
う、日頃からの備えを大切にしていきましょう。 

土曜授業参観・学級懇談会 

熊本大震災の映像資料 

保護者でいっぱいの教室 


