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若葉の緑が 目にも鮮やかな季節になってまい りました。新 しい学級にも慣れ、友達 と学

習 した り、外で遊んだ りと、楽 しく学校生活を送る子 どもたちの姿を様々な場面で見掛け

ます。また、運動場や体育館では、各学年が運動会に向けた練習に取 り組み始め、大きな

声が響 くようになりました。安全に気を付けながら、全力で練習に取 り組み、運動会当日

に存分に力を発揮できるよう頑張つてほしいと思います。

颯  鰤 舅つ閂瘍沃 ]

登下校中に限り、ネッククーラーを着用してもよいこととします。
。 水にぬらして使用するものに限ります。(保冷斉Jを入れるものは、溶けたら下校

時に使用できないため。)

。 必ず記名し、登下校時以外はランドセルや手提げかばんに入れておくことがで

きるようにしてください。

○ お茶等の水分を多めに持たせてください。

水筒の中身は原則お茶 とし、量を多めに持たせてください。ただし、その 日の

気候や学校での活動内容を考慮 して、必要な場合にのみ、経 口補水液やスポーツ

ドリンクを持たせていただくことは構いません。

スポーツ ドリンクしか持ってこない と、糖分過多等の健康被害が,心配なので、

スポーツ ドリンクを持ってくる場合でも 2～ 3倍程度に薄めた り、お茶 と両方を

持参 した りしてください。

ペ ッ トボ トルやパ ックのまま持たせず、水筒に入れ替えてくだ さい。ただし、

スポーツ ドリンクのような酸性度の高い飲み物を金属製の水筒で保管すると、銅

が溶け出す場合があるそ うですので、水筒に配慮 してください。

様々なアレルギーをもつた児童がいますので、スポーツ ドリンク等を友達にあ

げた り友達からもらった り tノ ないよう、ご家庭でもお話 しください。

5月 中は、毎 日のように運動会の練習があります。今後、日増

しに気温が高くなっていくことが予想 されますので、本校では、

学校医の先生 とも相談 しなが ら、以下のような熱中症予防の配

慮を行つていきます。 よくお読みいただき、その日の学習内容

やお子 さんの体調に合わせた対応をよろしくお願いいたします。



のス鰺中 躾  il

このスローガンの下、熱 く盛 り上がる運動会を目指 して、各学年が練習を頑張っ

ていきます。

晰邁 顆鰺黎雹

本年度より、学級写真・職員写真はインターネットによる注文販売といたします。

詳細は、本日配布したサンショウ株式会社からのおたよりをご覧ください。

なお、学級写真・職員写真につきましては、サンプルをインターネット上にアッ

プロー ドしませんのでご承知おきください。サンプルを見てから購入したい方は、

5月 20日 (月 )の 9:00～ 11:00に 、特活室に掲示しておきますので、ご

来校ください。ただし、学級写真の撮影日に欠席した児童については、後日、写真

の左上に個人写真を挿入しますが、サンプルにはまだ挿入されていません。

インターネット環境をお持ちでない方につきましては、 5月 20日 (月 )・ 21
日 (火)の 15:00～ 17:00ま での間、学校のパソコンを使用して注文でき

るよ立上上上上止退上重菫IIk左豊ユ費をお電話でご予約の上、ご来校ください。

電話番号 701-5181 (担 当 :田村)

螂プ 羹  軽彫卜■で
近年、子どもを狙つた連れ去り事件、傷害事件等が全国各所で発生しています。

このような事件に遭遇した際に、防犯ブザーは有効な防犯手段になるだけでなく、

犯行を未然に防ぐ力も備えています。

そこで、在学中の6年間は、登下校時や外出時に身に付け

させていただければ幸いです。また、長期間にわたって使用

できるように、定期的な点検や適切な取り扱いにもご留意く

ださい。お子さんの安全確保のために、ご理解、ご協力をお

願いいたします。          _

れ物鰹電
4月 は、授業後に忘れ物を取 りに学校に来る子や、お子さんの忘れ物を届けに来

られる保護者の方が多かったように感 じました。学校でも、下校の準備をする際に

忘れ物がないよう声を掛けていきたい と思いますので、保護者の皆様もご家庭で

声掛けや確認をお願い します。

代議員の児童を中心に、本年度の運動会のスローガンを決定 しました |

み      こんじょう  だんけつ  ぜん|ょ (

勝fllを つかめ、見せろ、根性1団結1全 力|
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邊笏錬颯鯰鸞
今年度の運動会は、全学年が競争種 目に取 り組みます。その競争種 目の中で、簡単な表

現運動にも取 り組みます。

今、子 どもたちは競争種 目の練習に一生懸命に取 り組んでいます。 しか し、どの学年も

練習を始めたばか りで、種 目のルールを覚えた り、基本の動きを習得 した りすることで精

一杯のようです。ただ、初めは うまくできなくても、練習を重ねていけばどんどん技能は

高まっていくはずです。 さらに、友達 と協力 した り励まし合った りしなが ら練習を重ねる

ことで、学年や学級の絆も深まっていくことと思います。
「西山かわら版」では、そ うした子 どもたちが頑張って練習に取 り組む過程を随時お伝

えしていきたい と思います。保護者の皆様 も、ぜひ子 どもたちに励ましの言葉を掛け、運

動会当 日までの子 どもたちの頑張 りを支えていただけたらと思います。

ドキドキのかけっこ !

初めての運動会。まず、誰 と一緒に何コースを走

るのかを覚えるところから始めます. 1組は、 1コ
ース、 2組は 2コ ース、 3組は一とい うようにc最
後は、隣 りの友達の顔や名前をしっか り覚えて、気

持ちが盛 り上が りました:、 自分のコースを真っ直 ぐ

に転ばないように走れることを願つています。みな

さんの応援をよろしくお願いします。

□ 「 パプリカの花がさいたよ !

2年生は、競争種 目「めざせ いちばん星☆大玉

ころがし」の入場の際に、「パプ リカJを踊 ります。

体育館では、流れる由に合わせて、手足の細かい

動きまで揃えようと猛練習 しています。短い曲なが

ら大きな動きもあって、なかなかの運動量です。

運動場では、運動会当 日を想定 して、スムーズな

隊形移動ができるようにとリハーサルが続いていま

す。元気な演技にご期待 ください |



「 心を環 (WA)に して引つぱれ引つばれ !

3年生の競争種 目は綱引きです。綱を初めて触つ

たときには、思つていたより綱が太 く、硬いことに

驚いていました。子 どもたちは、見てくれる人たち

に「すごい |」 「かっこいい !」 と言つてもらえるよ

うなパフォーマンスが したいと、気合い十分に練習

に励んでいます。

□ 「 やる気 元気

練習初 日に、競争種 目の 「絆でGO
して、みんなの粘 り強 さ、協力 しよう

に高めていこうと話 しま した。

ご準備いただいた靴下で、「絆バン ド」を作 り、グ

ルァプを決定 し、いよいよ練習です。やる気元気いつ

ぱいの 4年生も、競技ではまだまだ慎重に進む姿が多

く見 られました。今後のみんなの成長が楽 しみです。

い っ ぱ い で

!」 の練習を通

とする心をさら

始まりました

「 気合いの “ハカ"だ !ヴー !
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運動会特製号②
運動会の練習も本格化し、運動場には子どもたちの熱い声が響いています。運動会まで

残 り1週間、全力で頑張ってほしいと思います。

□ 玉入れで一件落着 !

「あか、がんばれ― !」 「しろ、がればれ― !」

「したからなげたほうが、はいるよ !」

「もつと、うえになげて !」

子どもたちの声援にも熱が入ります。かごを

ねらって、みんなで一生懸命に投げ入れます。
1回 目の練習では、自組が勝ちました。さて、

本番では、どちらがたくさん入るでしょうか?

「 力を合わせて 転がせ大玉 !

競争種 目「めざせ いちばん星☆大玉ころがし」で、

うまく転がせるようになろうと、練習を重ねています。

運動会では、赤白それぞれ 2つの大玉を運動場狭 しと

転がす2年生の姿が見られることでしょう。自熱の競争
にご期待ください。

3年生は、綱引きの勝負の前に赤、白に分かれ

て、気合いのダンスを踊ります。赤はタイガー、

白はドラゴンをモチーフにしたダンスで、それぞ

れチームの決めポーズがあります。子どもたち

は、テンポの速いダンスに少々苦戦していました

が、練習を重ねるごとに自信をもって踊れるよう

になりました。熱いダンスにご期待ください !

「 熱いタイガーダンス !ド ラゴンダンス !



「 勝利をめざして、声出そう !話 し合おう !

「絆でGO!!」 のグループ練習をしました。掛け声に

合わせて進む練習をした り、並び方を変更する話 し合

いをした りして、 リズムよく走れるグループも出てき

ました。 さらなる成長を目指 して、練習タイムも設定

しました。安全第一で練習に取 り組みたい と思います。

また、競技前の表現の練習も始めました。楽 しく踊

る場面の後、一転、競技直前には、「やるぞ !」 とい う

気合いを、赤・ 白ともにかつこ良くお見せ します。

心を一つに『せ―の !』

どのクラスも、長縄跳びの練習に熱が入つ

ています。練習を始めた頃は、8の字跳びは

3分間で 40～50回、一斉跳びは 1回 も跳ベ

ませんでしたが、今では 8の字跳びは・200

それでも、子どもたちは 1回でも多くリヒぼうと、一生懸命に練習に取り組んでいます。

先生、早 く綱を引きたいです !!
ついに、競技の練習が始ま りました !

1回 目の練習か ら激 しい綱 の取 り合 いで し

を上曾票32P菖獣」電象「I:轟甚ぶ3曼言釈
ます。これからは、「勝つためにはどんな作戦を考
えたらよいのか」を学級や赤自で話し合い、より

見応えのある戦いにしていきたいと思います。
これは、体力戦でもあり、頭脳戦でもあります。

どんな作戦が繰り出されるか、必見です !

各学年の競争種日以外の見所

各学年の競争種日以外にも、運動会の見所はたくさんあります。開・閉会式前後の入
退場曲を演奏するブラスバンド部。本年度は、開・閉会式の進行を代議員が務めます。
また、得′点係を環境美化委員会、審判係を図書委員会が務めます。広報委員会は運動会
への各学年の取り組みを取材し、壁新間にまとめています。掲示委員会は運動会に関す
る掲示物を作成しています。他にも、高学年の児童を中心に、様々な場面で運動会を支
える取り組みを行つています。こう

:し た頑張りにも注目していただけたら幸いです。
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囃靱能藉鼈い③
いよいよ明日は運動会です。子どもたちは、本当に一生懸命に練習に励んできました。

子どもたちが練習の成果を存分に発揮する姿を、ぜひ、ご覧ください。

「 おしりたんてい

♪お しりたんていププッと♪においお うお うお う
おいかける !～ ♪すい り すいすいごかいけつ !

子 どもたちは、 トイ レの中でも歌 うほどこの歌が
大好きです。運動場には赤玉・白玉がたくさんばら
まいてあって、さあ、大変 !みんなで玉入れ して、
きれいになったら「ごかいけつ !」

かわいいダンスにく[ぎづけ lぜひ、ぉ見逃 しな
く !お楽 しみに !

「 もうすぐ運動会 !

毎日のように頑張ってきた運動会の練習も、
いよいよ大詰めですLどの子も、演技の流れは
しつかりと頭に入つている様子ですが、よりき

び忌ズ:景彗農民裏炉|:晶力桑浜讐子′

之心掛

あとは当日、天候に恵まれ、元気な姿が披露
できるよう祈るばか りです. 2年生が運動場に
咲かせるパプリカの花、ゴールをめざしてカー
杯駆け抜ける姿にご期待 ください !

「 ドラゴン 0タ イガー 心を WAに して引っ張ります !」

運動会まで残 りわずか。綱引きも短距離走も一

生懸命練習をしています。綱引きでは、練習を重

ねるごとに、どんどん熱い試合になっています。

タイガーチームも、 ドラゴンチームも、綱をし

つか り握 り、全力で引つ張 り合います。チーム全

員の心を環 (lVA)に して、熱い思いを一本の綱

に託 します。応援よろしくお願いします !



匡∃      「あとは、本番を待つのみ!!」

「絆でGO!」 は、個々の練習で、どのグループもず

いぶん上達 してきました。足がそろわないなど、課題の

あったチームも、「声をしっか り掛けていったら、走れる

ようになってきたよ」と言いながら、笑顔で走れるよう

になってきました。全体練習でも4チームが接戦で最後

まで 目が離せない展開になっています。さて、運動会当

日はどのチームに勝利の女神がほほえむのでしょうか。

いざ、正々堂々と勝負だ～ !!

休み時間になると、長なわを持って急いで運動場に向

か う姿が見 られ、本番が近付き練習にも熱が入つてきま

した。月曜 日に行われた予行練習では、一斉跳びの合計

回数は、186回 (赤)と 160回 (白 )。 8の字跳びは、
1069回 (赤 )と 1132回 (白 )で、 1勝 1敗の引き分け

とい う結果でした。

練習では、一斉跳びは赤組、 8の字跳びは自組が優勢
です。 さて、本番はどうなるのか !!「いざ、正々堂々

と勝負だ～ |!」

□
つな が  おも

「  綱狩る想い  」

運動会の練習も残 り少なくなってきました。練習を重ねる

ごとに動きのキレがよくなっていく表現運動 16年生全員が

一つになるために必死に頑張つています 1綱狩では、クラス :襲
聖         1

や赤 白がそれぞれで考えた作戦を使って(熱い戦いが行われ

ています。本番でどちらが勝つか分からないぐらい、毎回の

戦いが手に汗を握るものとなっています。

最後の運動会。担任含め 210名 。みんなの想いを一つに

がんば ります !想いをつなげて、一人一人が「や り切つた |」

とい う達成感 と晴れやかな笑顔で終われるように。

かけつこ 。短距離走の走順・ コース

お子さんのかけっこ。短距離走の走順・コースは以下の通 りですのでご確認 ください。

番 目 コース走順 コ← ス


