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コスモスが咲き、金木犀が香る秋らしく過ごしやすい季節となりました。
いよいよ今週は運動会です。９月上旬は秋雨前線の影響もあったのですが、その後、天候も落ち着き、競技・
演技の学習を計画的に積み重ねることができました。その成果を１０月３日（土）に、子供たちが掲げているス
ローガンのような「心の中に炎をともし 全力疾走 麹町！」という運動会として、ご覧いただくことができる
かと思います。当日、保護者・地域の皆様をはじめ、麹町小学校・幼稚園に関係する多くの方々のご来観をお待
ちしています。
そこで、運動会前の学校だよりでは、このスローガンなど運動会に関することについてお話しします。
２９日の全校練習で子供たちに次のように話をしました。
「運動会を成功させるためには、スローガンに『全力疾走』とあるように、全力を出し切ることが大切です。
その全力を出すための力は、練習によってつきます。皆さんの練習の様子を見ていて、日に日に力が付いてきて
いることを感じます。きっと、本番では力を発揮することができるでしょう。楽しみにしています。そして、全
力で取り組んだ先にあるものはなんでしょうか？もちろん勝利ということもありますが、私は他のこともあると
思っています。そのことについては、運動会の日に話します。」
子供たちに話したように、私は、運動会本番はもとより、ここまでの取り組みがとても大切だと考えています。
それは、スローガンに掲げるあきらめることのない「全力疾走」であり、５・６年の組体操「破（自分に合った、
より良いと思われる型をつくることで既存の型を「破る」
）
」の意図するところでもあります。そのことを運動会
の日に子供たちに易しく話そうと考えています。
スポーツには勝ち負けがあり、それは大切な要素です。しかし、スポーツの楽しみ、価値はそれだけではあり
ません。私はスポーツを通して、たゆまぬ努力、フェアプレー・武道の精神などを伝えることができたらと思っ
ています。そのことが、私たち大人がスポーツを通して、子供たちに伝える大切なことではないでしょうか。
ご来賓、保護者の皆様には、運動会当日、子供たちの全力で取り組む姿をご覧いただくとともに、
温かなご声援をお願いいたします。
【余話】私が初めて知った・考えさせられたフェアプレー（小学２年生の時、先生が話してくださった今でも
心に残っている話です。
）
昭和３９（１９６４）年、東京オリンピックのことです。ヨットの競技中、スウェーデン艇の前を走る
オーストラリア艇の選手が海へ投げ出されたとき、スウェーデンの選手がレースを中断しオーストラリアの
選手の救助に当たったということです。
そのことをこの職に就いて改めて調べてみましたら、スウェーデンの選手は兄弟であり、救助後にレース
を再開したその結果は１１位だったということでした。そして、「海で遭難事故を見つけたら、何をおいて
も救助に向かうのは海の男として当たり前」と笑顔でコメントしたということを知りました。

スクールライフ・サポーターについて（お知らせ）
９月７日から森佳美スクールライフ・サポーターが新規採用で勤務しています。

運動会★見どころ紹介
午前の部
１ 準備運動

全員

園児・児童全員でラジオ
体操を行います。運動会で
最後まで力を出し切ること
ができるように、きびきび
とした動きで、心と体の準
備をします。

２ 応援合戦

全員

３ ８０ｍ走

「心を込めて力強く」をテ
ーマに、毎日練習してきま
した。勝利を呼び込む全力
の応援をご覧ください。一
緒に大きな声援をお願いい
たします。

4年

運動会のトップをきって
全力疾走するのは、いつも
元気いっぱいの４年生。去
年より力強く、風のように
走り抜ける姿に、大きな声
援をお願いします！

４ ナイテタッテ dance！2 年

５ はしるのだいすき 幼

６

「泣いてた人も笑っちゃ
う くらいハ ッピーに 踊ろ
う！」を合言葉に、ノリノ
リに練習してきました。途
中、話題のあのかっこいい
ダンスにも挑戦します！手
拍子を、お願いします！

幼稚園児によるかけっこ
です。はな組、やま組、そ
ら組の順で走ります。5 歳
児そら組は 1 番長い距離を
走ります。力いっぱい走る
姿に、大きな声援をお願い
します。

今年度から距離が伸びて
８０ｍに挑戦！トラックデ
ビューします。コーナーを
走る技術と、直線をスピー
ドにのり、駆け抜ける姿に
ご注目ください。

９ 100m 走

５年 ８ ナ ミ ナ ミ た ん け ん た い
１年
さぁ!皆さん、ナミナミの
麹町小学校に大きな「い
世界に出発です！ご案内さ
かだ」が現れます。その上
を船頭が走り抜け、向こう せていただくのは、とって
岸を目指します。4 チーム もかわいくて、元気一杯の
に分かれて競い合います。 ナミナミ探検隊です。どう
熱い声援をお願いします！ ぞお楽しみください。
７

＾

８０ｍ走

いかだ流し

３年

6年

昨年に続き、100m を走
ります。昨年とは一味違う、
力強い走りを見ていただき
ます。最後まで目をはなす
ことのできない走りにご期
待ください。

１０

１１ ４０ｍ走

皆さんもよくご存じの曲で
演技します。やま組のパラ
バルーンとはな組の踊りの
コラボレーションで、みん
な 元気いっ ぱいに踊 りま
す。ノリノリの子供たちに
ご注目ください。

「去年より成長した姿を見
せたい」
「去年よりかっこい
いと思ってほしい」運動会
練習前に聞かれた子供たち
からの声です。みんなを後
押しする応援、よろしくお
願いします。

2年
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1３ 麹町急便、GO！ ４年

１４ ４０ｍ走

グループで、荷物を板に
積みながら走ります。最後
まで、大切な荷物を落とさ
ずに走れるでしょうか!４
年生のバランス力とチーム
ワ ークに注 目してく ださ
い。さぁ、麹町急便、出動！

元気いっぱい、ゴール目
指してまっしぐら！
まっすぐ前を向いて走る
かっこいい姿を楽しみにし
ていてください。小学校で
初めての運動会にはりきっ
ています。

１５

16 100ｍ走

１７ 綱引き

ライオンとジャングルを
イメージし、黄と緑のポン
ポンを持って踊ります。一
人で元気に、二人組で楽し
く、学級全員で気持ちを合
せて…。様々な動きをご覧
ください。

ゴールテープの向こうま
で。全速力で駆け抜ける。
それが、５年の短距離走。
一人一人の生き様がにじ
み出る、走る姿、その表情
にご注目ください。

麹町フラ

～あおうみがめの旅～３年
２０年後に長い旅を経て
生まれ故郷に戻ってくるあ
おうみがめ。その姿をダン
スで表現するのがいつも元
気な３年生。
大都会、
「麹町」
に、今年は元気なフラダン
サーがやってきます！！

１８ 騎馬戦

６年

ここ麹町に、無敵を誇る
赤軍・白軍の両騎馬隊が激
突！今、天下分け目の決戦
の火ぶたが切られようとし
ています！軍配はどちらに
上がるのか！手に汗握る勝
負をご覧ください。

5年

1年

来賓・卒業生・ＰＴＡ

来賓や卒業生、PTA 保護者に
よる気迫あふれる本気の勝負で
す！さて、綱は赤と白、どちらに
動くのでしょうか！？たくさん
の方々の参加をお待ちしていま
す。
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低学年リレー １・２・３年選手

各クラスの代表選手が、
学年の枠を超えて練習して
きました。1,２年生は半周、
3 年生は１周を走ります。
バトンに気持ちを込め、一
人一人が心をつなぎゴール
を目指します。

午後の部

２０ 応援合戦

全員

連覇を狙う赤組。優勝旗
奪還を目指す白組。
応援団のメンバーで考え
た応援歌も披露します。皆
様も大きな手拍子をお願い
します！

２１えびかに合戦

1年

赤組はかにに、白組はえ
びになりきって、玉入れ合
戦をします。勝負の前に、
手をはさみにして、全員で
一生懸命踊ります。踊れる
方 は一緒に 踊ってく ださ
い。

２２ 棒引き～麹町の戦い～
３年
竹の棒を引っ張り合い、
自陣
にどれだけ多く運べるかを競
います。作戦が勝敗の鍵。それ
ぞれ工夫した作戦を立てまし
た。また、ｽﾀｰﾄ前のかっこいい
ﾀﾞﾝｽにもご注目ください。

２３ 麹町ソーラン！2015
４年

２４ 力を合わせて

「ソーラン！ソーラン！」
見た目よりもかなりハード
なこの踊り、４年生は最後
まで全力で踊り切ります。
元気な掛け声と、勇ましい
踊りに、ご注目ください！

２年

２年生８９人で大玉を転
がして、速さを競います。
大玉をまっすぐに転がすこ
とと、Ｕターンのところを
上手に転がすことができる
でしょうか。力を合わせて
ゴールを目指します。

２５ 組体操 2015～破～
5・6 年
道の先に現れる数々の壁。
５・６年生が力を合わせ、大
きな壁を突破することで、も
う一段高い自分を目指しま
す。一人一人の努力の結晶を
ご覧いただくとともにご声
援をお願いします。

２６

高学年リレー4・5・6 年選手

４年生から６年生までの
赤白の代表選手が４チーム
に分かれて競い合います。
スピード感あふれる走りと
練習を重ねたバトンパスを
どうぞご覧ください。

僕たち応援団は、赤白ともに、全力で練
習に取り組んでいます。最初はお腹から声
が出なくて、大きな声を出すと、すぐに声
が枯れてしまいました。でも、毎日練習を
していくうちに声がなれていきました。
僕は団長として、みんなの先頭にたっ
て、力の限り赤組を盛り上げます。そして
赤組のみんながやりきった笑顔、やりきっ
た涙をながして終われるようにしたいで
す。
赤組団長

27 大玉送り

全校競技

児童全員による大玉送り
です。力を合わせ一生懸命
になって、大玉を早く転が
します。赤組、白組応援の
合戦にも注目して、ご覧く
ださい。

28 整理運動

全員

脚、
腕などの筋肉をゆっくり
ほぐし、
全身をリラックスさせ
るため、
しっかりストレッチ運
動をします。
保護者の皆様もご
一緒にどうぞ。

僕たち応援団では、赤白ともに、200
人の仲間たちを盛り上げます。初めは応援
団しかいない練習でも緊張して声が出な
かったり、気持ちを込められなかったりし
て、本当にこれで大丈夫かなと心配になり
ました。しかし、毎日の練習でみんな自信
がついて声が出て、気持ちを込められるよ
うにもなりました。今までの集大成を運動
会で出し切りたいです。気持ちのこもった
応援で白組を勝利に導きます。
白組団長

