
 

 

 

 

 

 

 

 

『学年別全員リレー・大繩大会』の取り組み  
学年別全員リレー・大繩大会担当  

 K W   
 

本年度も新型コロナウィルスの影響により、通常の運動会という開催ができずに『学年別全員
リレー・大繩大会』の取り組みとなりました。各クラスで走順の検討や本格的な練習が始まった
のは、5 月 26 日（水）です。約 2 週間という短い取り組みでしたが、青嵐中学校の生徒の皆さん
は、とても頑張って練習に取り組んでいました。  
大繩大会のまとめです。  

 1-A 1-B 1-C 1-D 1-E IJ 学級  2-A 2-B 2-C 2-D 3-A 3-B 3-C 3-D 

予行  132 43 86 113 119 86 128 95 129 150 51 85 100 118 

本番  176 177 144 152 166 145 301 261 222 232 145 185 202 203 

大繩大会のルールは、男女合わせて３分以内に何回飛べるかです。連続で飛べる回数を競うも
のではありません。より回数を飛ぶにはどうしたらよいかがポイントになります。私が練習や本
番の取り組みを見て思ったことは、3 点あります。  
・飛んでいるときに、自分の場所が少しずつ変わってしまい、縄に引っかかる。  
・ジャンプのタイミングが合わず、縄に引っかかる。  
・ジャンプが低く、縄に引っかかる。  
縄の回し方がどのクラスも上手でした。縄の回し方が飛ぶ回数に大きく影響をしていると感じ

ました。  
次に、全員リレー予行練習、その後の体育の授業、本番までのタイムをまとめました。  

 1-A 1-B 1-C 1-D 1-E IJ学級  2-A 2-B 2-C 2-D 3-A 3-B 3-C 3-D 

予行  9’51 10’23 9’57 10’18 9’55 9’47 11’30 11’19 11’19 11’00 10‘28 10‘29 10‘30 10‘39 

本番  9’55 10’03 10’14 9’53 9’48 9’55 10’52 10’48 10’48 10’38 10’19 10’21 10’24 10’10 

※１年生は 3500m を 34 人、２年生は 4000m を 40 人、３年生は 3900m を 38 人で走ります。 
※昨年度の最速タイムは 3900m を 10’01 で走るクラスがありました。  
１年生は、元気が良かったです。応援する声もほかの学年に比べて一番大きく、一生懸命さが

伝わるよいレースでした。２年生は、学級ごとの取組がでていて、毎回白熱するレースの展開で
面白かったです。３年生の全員リレーは、中学校生活最後のとても迫力があり、見ていてとても
面白かったです。体も大きくなり、走るスピードも速く、さすが３年生だと思いました。  
全員リレーの練習が始まると、生徒の間でよく聞かれる話として、『〇〇さんに抜かれたくない』

という話をよく聞きます。しかし、全員リレーの目的は、総走行距離(約 4km)のタイムを縮める
ことです。走順の検討や、バトンパスの練習も、総走行距離のタイムを縮めることを意識して取
り組むと良いと思います。バトンパスの技術については、まだまだ改善の余地があると思います。
私が各クラスの練習風景を見て感じたことは、  

・ダッシュマークが有効に活用できていない。  
・後ろを振り返りながらバトンを受ける。または、手を挙げたままでゆっくり走りながら、  
バトンを受ける。  

・バトンを受け取る人の手の位置が低いので、バトンパスが上手くいかない。  
という課題がありました。是非、来年に生かして欲しいと思います。  

走ることについての感じたことは、2 点あります。  
・中間疾走でスピードが落ちる生徒が多かったです。体力不足もあると思いますが、もう少

しリラックスした状態で、走っても良いと思います。  
・走るフォームの確認をして欲しいと思います。自分がこう動かしたいと思っている動きと、

実際に動かしている動きに差があると思います。自分以外の人に自分が走る姿を撮影して
もらって、フォームを確認してもらうとよいと思います。  

最後に、この学年別全員リレーをご家庭で話題にしていただき、スポーツとの関わり方や運動
習慣のきっかけとしていただけると良いと思います。これからも青嵐中学校の教育活動へのご理
解・ご協力をお願いします。  
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＜生徒総会＞  

 ５月１１日（火）に、令和３年度前期生徒総会を行

いました。今回も３密を回避するために放送による開催

となりました。生徒会本部役員は、原稿準備などの事前

の活動に一生懸命取り組んでいま  した。当日はとて

も緊張した様子が見られましたが、しっかりとマイクの

前で演説する姿に、成長を感じました。また、それぞれ

のクラスでは各委員会の委員が活動内容の演説を行い、

各クラスからあげられた質問に立派に答えていました。 

特に学級委員はスムーズな司会でクラスに貢献していました。今回の生徒総会の演説は、き

っと生徒の貴重な経験になっていることだと思います。3 年生を中心に今後の青嵐中の委員

会活動を盛りあげ、よりよい学校生活を目指して活動していくことを期待しています。  

＜第１回定期考査＞  

 ５月 13 日～14 日には、１年生にとっては中学校最初となる定期考査を実施しました。日

頃の学習の成果を発揮するために、事前に学習計画を立てて計画的に取り組みました。定期

考査前には学習週間として放課後などに生徒の質問に応じたり、苦手な分野についての補充

教室も行いました。どの学年も、一生懸命に問題に向かう姿が印象に残りました。また、３

年生にはひとつひとつの試験がとても大事なものとなります。試験で焦らずに自分の力を発

揮するために、①授業の復習はその日のうちに行う。②毎日の家庭学習にコツコツと取り組

む。③集中して効率のよい学習方法を身に付ける。この３点を意識して今後も学習に取り組

んでください。  

＜HUG（避難所運営ゲーム）＞  

 ５月 22 日(土)に、２年生が体育館で HUG（避難所運営ゲーム）を行

いました。震災が発生した場合、市内の小中学校などが「避難所」とな

ります。また、その避難所では、心身ともに健康な中学生は、保護される

側ではなく、運営スタッフとして活躍することが期待されています。今

回は西東京レスキューバード、ジョージ防災研究所の方から HUG のキ

ットをお借りして実施しました。200 枚余りのカードには、避難所を訪

れる一人一人の年齢や家族構成、障がいの有無やその程度について、被害

の状況などいろいろな情報が書かれています。そのカードを被災者に見立

て、避難所に見立てた模造紙に振り分けていきます。お借りしたキット

の中にはスマイル大学の方が作成した自動車やペット等の模型もあ

り、それ他を利用して実際の場面をイメージしながら取り組みました。

次々に送り込まれる被災者（カード）を受け入れながら、実際には感情の

ある一人一人の被災者の方への対応の難しさに思いを馳せるなど、生徒た

ちは「正解のない課題」にどのように対応したらよいかをグループごとに

真剣に話し合っていました。災害を自分のこととして考えるよいきっかけ

となりました。  

 

＜全国学力学習状況調査＞  

 全国学力学習状況調査は、昨年度は新型コロナウィルスの影響で実施できませんでしたが、

今年度は５月 27 日（木）に国語、数学、意識調査が行われました。  



＜タブレット端末を授業で活用しています＞  

 タブレット端末を生徒に配布してから約２ヶ月が経ちました。学校でも教科の授業、道徳の授

業、総合的な学習の時間、部活動などでも積極的に活用しています。先日行われた教育実習生の

研究授業でもタブレット端末を利用した授業を行いました。生徒は慣れた手つきでタブレット端

末を操作している様子でした。  
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タブレット端末活用の様子      タブレット端末活用の様子     でのタブレット端末活用の様子  ド」でのタブレット端末活用  

の様子          

＜教育実習生より＞  

３週間の教育実習を終えて、青嵐中学校という素晴らしい

学校で教育実習ができて本当によかったと感謝しています。２

年Ｃ組を担当しましたが、他クラスや他学年の皆さんの元気に

話しかけてくれたことがとてもうれしかったです。授業も慣れ

ない部分が多くありましたが、皆さんが積極的に参加してくれ

たので楽しく行えました。実習が終わり、皆さんと会えなくな

るのは寂しいですが、この３週間の経験を生かして教師になる

という夢に向かって突き進んでいきたいと思います。ありがと

うございました。  

            教育実習生 H K 

＜キャリア・パスポート＞  

 現在、キャリア教育では小学校から中学校、高等学校にかけて生徒の

発達段階を踏まえて生徒自身のキャリアを形成するために必要な様々

な力を育てていくことが求められています。そして、学んだことを「振

り返り」、「見通し」をもつことを繰り返すことの大切さも言われて

います。学校では授業や学校行事などで心に残ったことや自分が成長

できたと感じることを記録し、学期や年度ごとに振り返ることができ

るようにキャリア・パスポートを作成しています。今回の「全員リレ

ー・大縄跳び」大会の後も、全学年でキャリア・パスポートへの記入

が行われました。生徒の成長の足跡として、ご家庭でもご覧いただけ

ればと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

先日の学年別全員リレー・大縄跳び大会には多くの保護者の皆様にご参観いただきましてあり

がとうございます。今後も学校では引き続き教室内の換気や手洗い、うがい、手指消毒の徹底等

の新型コロナウィルス感染症拡大予防対策を図ります。また、これからの時期は気温や湿度が高

くなる日々が続くことが予想されるため、こまめな水分補給や運動時にマスクを外す等の熱中症

予防対策も行います。ご家庭でもご協力くださいますようお願いいたします。お子さんの様子や

具合などご心配なことがございましたら遠慮なく担任や学年の教員、副校長などにご相談くださ

い。  

また、お子さんに発熱、頭痛、咳、喉の痛み等の症状が見られる場合には、決して無理をして

登校せず、医療機関を受診していただけますようお願いいたします。  

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。  

＜お願い＞  

 



【６月の予定】 

 １ 火  

２ 水  

３ 木  

４ 金 学年別全員リレー・大繩大会前日準備  

５ 土 学年別全員リレー・大繩大会  

６ 日  

７ 月 振替休業日  

８ 火  

９ 水 定期考査前学習週間始  

歯科検診（１年）  

１０  木  

１１  金 内科健診（１年 ABC） 

漢字検定 16:00～ 

１２  土 栄小運動会 

１３  日  

１４  月 全校朝会 安全指導  

①全国学力調査経年変化調査（3 年） 

１５  火 新体力テスト  

(①②3 年③④1 年⑤⑥2 年) 

内科健診（1 年 DE） 

１６  水 新体力テスト(①②IJ 学級) 

１７  木  

１８  金  

１９  土  

２０  日 開校記念日  

２１  月  

２２  火 定期考査前学習週間終  

 

２３  水 第二回定期考査（音・社・保体）  

２４  木 第二回定期考査（数・美・理） 

２５  金 第二回定期考査（国・英・技家）  

専門・中央委員会  

２６  土  

２７  日  

２８  月 学年朝礼  避難訓練 

２９  火 ⑥カット 

３０  月  

【６月の生活目標・めあて】 

 

〈生活目標〉 

規則正しい生活を心がけよう 

 

〈努力点〉 

・時刻を守り規則正しい生活 

・中学生らしい身だしなみ 

・学習環境の整備 

・集団行動の徹底 

 

〈校内外生活〉 

・不要不急の外出は控えよう 

・基本的生活習慣を身に付けよう 

・定期考査の計画を立て 

学習に取り組もう 

 

【 ６月のスクールカウンセラー 】 

来校日について 

 

２日（水）、９日（水）、 

 

16 日（水）、30 日（水） 

 

相談をご希望の方は、電話で 

ご予約ください。 

 

◎相談室直通電話番号 

042-423-6297（留守電有り） 

◎青嵐中学校職員室 

042-422-3615 

【６月の保健目標・めあて】 

 

〈保健目標〉 

口腔の健康に関心をもとう 

 

〈保健関係〉 

  ・歯と口の健康習慣 

・梅雨時の体調管理 

・手洗い・うがい・消毒 

6 月 5 日(土)に予定しておりました学年・学級保護者

会及び部活動保護者会は、7 月 10 日(土)の土曜授業

日の午後に延期いたします。  


