
 

 

 

第 64回 運動会に向けて 

運動会委員長  

 

５月初旬は雨天や初夏とは思えないほど肌寒い日が

続き、体調面が心配されましたが、５月も終わりに近づ

いた今、ようやく暑さを感じる季節になってきました。

谷戸小学校は第64回運動会を直前に控え、子供たち一人

一人が本番へ向けて気持ちを高めているところです。保

護者の皆様には、日ごろより本校の教育活動にご理解と

ご協力をいただき、ありがとうございます。 

 

今年の運動会のめあては、 

平成最後の真剣勝負！みんなで目指せ、ゴールの光 

次の時代へ走り出そう！ 

です。各クラスからの提案をもとに、代表委員会で考え

ました。めあてにもある通り、今年が「平成」最後の運

動会となります。昨今は、温暖化による熱中症、安全に

十分配慮した競技の検討など、運動会にも様々な変化が

見られるようになりました。平成最後という歴史的な変

化のある平成30年度に、運動会を開催できること、とて

も嬉しく思います。谷戸小学校でも、昨年度から1・2年

生、5・6年生が合同で表現種目を行っています。特に６

年生は、昨年度の組体操の経験を生かし、様々な技を５

年生に教えています。毎年、「経験のある６年生が５年

生に教える」という新たな谷戸小学校の伝統がここから

始まりました。少しずつ変化をしながら、歴史が刻まれ

ていくこと、今自分たちが行っていることが歴史になっ

ていくことを誇りに思いながら、子供たちには運動会に

取り組んでもらいたいと思います。 

 

さて、連休明けから本格的に始まった運動会練習。教

室の窓からは、毎日子供たちの「がんばれ」という声援

や、各学年の表現の曲が聞こえ始め、「いよいよ本番」

という雰囲気が学校中にあふれているように感じます。

一年生にとっては初めての運動会。大きな校庭で元気い

っぱいに走って、踊ってくれることと思います。二年生

以上の学年は、昨年度を超える堂々とした姿を見せてく

れるでしょう。 

子供たちにとって、やはり気になるのは勝敗だと思い

ます。しかし、結果以上に考えてほしいのは「過程」で

す。今年度の応援団の台詞の中に「相手がいるから勝負

ができる」という言葉があります。赤白、どちらかは悔

しい思いをしなければいけませんが、「相手がいたから

勝てたんだ、ありがとう。」「悔しいけど、いい勝負が

できた。」「負けたけど、今までたくさん練習した。」

「全力でやり切れた。」と、互いに称え合い、自他を認

め本番を締めくくれたら、きっと運動会の本当の成功と

言えるのではないでしょうか。 

 

運動会当日は、赤白それぞれのチームが心を一つに全

力を尽くす姿や、運動会を成功させるために係活動に熱

心に取り組む姿など、何事にも一生懸命な子供たちを見

ていただけると思います。温かいご声援と大きな拍手を

よろしくお願いします。また、保護者の皆様にはお手伝

いなど、たくさんのご協力をいただくことになると思い

ます。思い出に残る運動会にするために、どうぞよろし

くお願いします。 
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 運動会当日は、7時に正門が開きます。時間前に到着された方は、２列に並んでお待ちください。一般の歩

行者の通行の妨げにならないように、正門を先頭にフェンスに沿い、田無駅方面へお並びください。定時にな

りましたら、係の指示に従ってお進みください。事故防止のため、ご協力をお願いします。正門以外からの入

場はできません。また、当日は保護者証の着用をお願いします。 



平成３０年度運動会 各学年の見どころ
（１年） 

『５０ｍ走』 
 初めての運動会に、わくわくドキドキの 1 年生
です。腕をしっかり振り、ゴールをめざして力いっ
ぱい走ります。赤組にも白組にも、大きな声援をお
願いします。 
『チェッコリ玉入れ』 
 谷戸小に入学して１ヶ月半のかわいい１年生が、
チェッコリの曲に合わせて踊りながら玉入れをし
ます。赤・白どちらがたくさん玉を入れられるでし
ょうか。かわいい１年生に、あたたかい声援をよろ
しくお願いします。 

 

（２年） 

『５０ｍ走』 
 ２年生は、男女別でレースを組んでいます。どの
組も接戦が予想されます。全力で駆け抜ける２年生
に大きな声援をお願いします。 
『でかパンレース！』 
 ２人で一つの大きな大きなパンツを穿いて、なか
よく一緒にスタートします。大きなパンツを穿くの
も脱ぐもの大変です。息を合わせて、声を合わせて
二人で協力してゴールを目指します。 
あたたかいご声援をよろしくお願いします！ 

１、２年合同『ドラえもん～ぼくといっしょにぼうけんしよう～』 

１・２年生は、ドラえもんの曲に合わせて元気いっぱい踊ります。1 年生は、振り付けを一生懸命覚えました。２年生は、お兄

さんお姉さんらしく、１年生に声をかけながら練習に取り組みました。頭にはドラえもんと同じ水色、手にはカラフルなポンポ

ンをもってダンスを演出します。どうぞ、１・２年生にあたたかい声援をお願いします。 

 

 

（５年） 

『１００ｍ走』 
 距離が２０ｍのびて、１００ｍになりました。最

後まで全力で走ります。５年生らしい迫力ある走り

をどうぞご期待ください。当日は、温かい声援をよ

ろしくお願いします。 

（６年） 

『100ｍ走』 
 レースの組は、タイム別編成！男女関係なく、実

力伯仲のライバルたちと火花を散らします！ 

５・６年合同 組体操 ～明日を創る～ 

今、この子供たちに必要なのは、“自立”と“共生”の力では

いでしょうか。一つ一つの技に向き合い、ひたむきに練習する

こと。声掛けやアドバイスをし合って協力し、よりよい演技に

高めること。取り組み方そのものをテーマとし、その集大成を

披露します。表現や構成でテーマを伝える新たな組体操へ。  

昨年度引き継がれたバトンを、６年生から５年生へと渡します。

どうぞ、お楽しみに。 

５、６年合同『騎馬戦』 

 戦いの中心となる６年生！初めて挑戦する５年

生！総合戦、一騎討ち戦、大将戦での白熱した戦い

は必見です。戦う前での大将騎馬の掛け声にも、ぜ

ひ注目してください。 

 チームの命運をかけた大将戦は必見！手に汗握

る熱戦をご期待ください。 

（３年） 

『８０ｍ走』 

距離が８０ｍになり、コーナーを曲がります。

３年生らしい力強い走りをご覧ください。 

『大玉コロコロ』 

 自分の体より大きな玉を転がしながら、リレ

ーしていきます。自分だけでなく友達のペース

も考えて走れるように頑張ります。 

『Bump of SANNEN～天体観測～』 

両手に小旗を持って、ダンスをします。 

歌詞の中にある「静寂」を表現した場面と、

それ以外の激しい踊りの対比が見どころです。 

成長した３年生の姿をご覧ください。 

 

（４年） 

『８０ｍ走』 

男女混合、タイム毎にレースを組んでいます。
走る姿が格段に成長しました。コーナーを力強
く走る姿にご期待ください。 
『谷戸っ子エイサー』 
 エイサーとは、沖縄地方の踊り。太鼓を打ち
鳴らし、腰を落としてかっこよく、４年生 61
名の呼吸を合わせて踊ります。 
『舞い上がれ、谷戸の風』 
竹の棒をバトンにして上に下に前に後ろに、

動き回ります。チームのことを考えなければ、
勝利は見えてきません。みんなで力を一つにし
て風を巻き起こします。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽 

2年生は、いろいろな声の出し方や歌い方を通して表現の基礎を楽しみながら学習しています。

鍵盤ハーモニカでも、やさしい音、急いでいる感じなど曲想を設定するとそれぞれ強弱や音色を工

夫していきます。楽しみながら表現力を伸ばしたいと思います。3年生はリコーダーの学習がスタ

ートしました。姿勢、息の強さ、タンギングのポイントを意識してがんばっています。4年生はお

箏に挑戦。「さくら」の旋律を伴奏パートと合わせて合奏し、日本の音楽のよさを味わいました。5

年生は音楽の構造にも触れていきます。低音や和音などの役割を感じ取って演奏しています。変声

期についても学習し大人の声への憧れも持てたらと思っています。6年生は、6年間の学習を生か

して協力して合唱、合奏する学習に取り組んでいきます。 

少し早いですが、夏休みには音楽の道具を持ち帰ります。その際、楽器の手入れや持ち物の確認、

記名の確認などのご協力をお願いいたします。 

図工 

今年度赴任してまいりました。１年生の図工と３年生以上の学年の図工を担当しています。 

前任の熊木先生がおっしゃられていたとおり、アイディア豊富で発想力が旺盛な子供たちと毎日図

工に取り組んでいます。図工の時間は、楽しいと感じている子供が多いですが、実は結構大変です。 

課題に対して、自分で考え、いろいろアイディアを巡らせ、どう表現していくのか、これも自分

で決めなくてはなりません。よしっ、これで行こう！と始めても、いつも思い通りにいくとはかぎ

りません。失敗したら、やり直したり、別の方法を考えたり、頭も手もそのほかの感覚も総動員し

て取り組みます。それでも子供たちの頭は柔らかく、いきなり課題を出しても、どんどんアイディ

アが湧いてやってのけてしまいます。ほんとにすごいなあと感心します。できあがった作品は、で

きるだけ校内に飾って子供たちが互いに観られるようにし、一人ひとりの表現の違いやよさを感じ

てもらえるといいと思っています。作品の返却については、西東京市は１月末に市の児童作品展が

あるため、作品はそれまで預からせてもらうものもありますが、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

算数少人数 

3年生から 6年生までの算数少人数指導は、学級の人数よりも少なくすることで、より習熟段階

にあった指導を行うことをねらいとしています。単元ごとに事前診断テストを行い、その手ごたえ

によって、児童が自分でコースを選択します。コースはぐんぐん（進度速め）・のびのび（進度中

位）・ゆうゆう（基礎からじっくり）の３種類です。担任と少人数担当が、学期中にどのクラスも

受け持つようにします。 

 学習室には他の学年が使う教具も置いてあるため、子供たちは教室に入ってくると、「これはい

つ使うのだろう」と興味津々です。授業では、すぐに答えを出すことよりも、そうなる理由が説明

できることを重視しています。学期に 1回、1～２学年下の東京ベーシック・ドリル診断テストを

行い、習ったことが身に付いているかどうか確認しています。問題はインターネット 

上で公開されており、ご家庭で取り組むこともできますのでお試しください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活 ろうかは右側を歩こう 

保健 歯の健康を考えよう 

給食 手をきれいに洗おう 

清掃 
みんなで使う場所を 

きれいにしよう 

日 曜 行 事 等 

１ 金 
音楽集会 地区班顔合わせ会３校時(児童のみ)  

安全指導 個人面談① ４時間授業 実習生終（4-2）  

２ 土  

３ 日  

４ 月 朝会 ５時間授業（４～６年） 

５ 火 
体力テスト１２校時２・５年  

３４校時１・６年 個人面談② ４時間授業 

６ 水 体力テスト３４校時３・４年 歯科検診 

７ 木 個人面談③ ５時間授業 

８ 金 
個人面談④ たてわり集会 ４時間授業 

実習生終（2-1） 

９ 土 
土曜学校公開日（３４校時公開） 

自転車教室２校時２・３年  親父の会 

10 日  

11 月 朝会 読書週間 ５時間授業 

12 火 ４時間授業 研究授業（５－１は５時間授業） 

13 水  

14 木 
体力テスト予備日１～４校時  

４５６年６時間授業 眼科検診（全） 

15 金 
代表委員会集会 体力テスト予備日３・４校時 

避難訓練 個人面談⑤ ４時間授業 

16 土  

17 日  

18 月 朝会 水泳指導始  

19 火  

20 水 
水道キャラバン（４年）１・２校時 

西東京市立小中学校連携の日 ４時間授業 

21 木 クラブ 

22 金 集会リハーサル  

23 土  

24 日  

25 月 朝会 保護者会（３・４年）15:00～ 

26 火  

27 水  

28 木 
演劇鑑賞教室（４年） ４時間授業  

研究授業（６－１は５時間授業） 

29 金 地区班長会（中休み）集会リハーサル 

30 土 

土曜学校公開日２・４校時公開 

セーフティ教室（４～６年）２校時  

（１～３年）４校時 懇談会３校時 親父の会 

６月の生活目標について 

生活指導部 

「ろうかは右側を歩こう」                  

  

今月の生活目標は「ろうかは右側を歩こう」です。

教室移動や休み時間のときに、おしゃべりに夢中にな

り広がって歩いたり、慌てた様子で走っている人がい

たりします。右側通行をしないと、階段を上ってくる

子と下ってくる子がぶつかったり、廊下や階段の曲が

り角で衝突したり、とても危ないです。歩道の歩き方

と同じように、一人一人がルールを守って廊下の右側

を歩くと、だれもが安全に、気持ちよく過ごすことが

できます。 

これから迎える梅雨の時期。湿気や校舎内に入り込

んでしまった水滴のため、ろうかが大変すべりやすく

なるので、とくに注意が必要です。 

自分の歩き方をもう一度見直し、みんなが安全で安

心して学校生活が送ることができるよう、指導してい

きます。 

 ６月の行事予定  

スクールカウンセラー長谷川先生  

６月の相談日は、１２日（火）、1９日（火）、 

2６日（火）です。 

今月の学校公開のご案内 

 ６月 ９日（土）３～４校時 

 ６月３０日（土）２・４校時 

２ｈ ４～６年 セーフティ教室 

３ｈ 懇談会（全学年） 

４ｈ １～３年 セーフティ教室 

  授業内容は、後日お知らせいたします。 


