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広い視野と豊かな感性をもち

たくましく生きる児童の育成

野山の緑 も鮮や かさを増 し 、初 夏の訪 れを告 げ ておりま す。ま た 、暦の 上では はや立 夏を過
ぎ、吹き ゆく風 にも初夏 の香り が感じ られる こ の頃 、保 護者の 皆様には お元気 でお過 ごしの こ と
と存じま す。
今年度 の運動 会は ５月 ２１日 （土） に実施 い たします 。昨年 度 に引き 続き、 午前中 の開催 と
し、新型 コロナ ウイルス 感染症 対策を 講じな が ら実施い たしま す。来賓 の皆様 や令和 ５年度 の 新
入学児童 のお子 さんたち をお迎 えでき ずに心 苦 しいとこ ろはあ りますが 、ご理 解とご 協力の ほ
ど、どう ぞよろ しくお願 いいた します 。
現在、 どの学 年の子供 たちも 熱心に 練習に 取 り組んで います 。このと ころ 、 運動会 が近づ く に
つれ、ま すます 気持ちが 高揚し てきて いるよ う です。そ こで 、 今回は運 動会を 間近に 控えた 子 供
たちの意 気込み を紹介い たしま す。

１年 女児
わたし は、「チ ェチェ コリ玉 入れ」 が いちば んたのし みで
１年 張替 菜 那 さ ん
す。玉を いっし ょうけん めいに なげて 、かご に たくさん 入
わたし は、「チ ェチェ コリ 玉 入れ」 が一番た のしみで
れたいで す。そ して、白 組にか ちたい です。
す。玉を いっし ょうけん めいに なげて 、かご に たくさ
ん入れた いです 。そして 、白組 にかち たいで す 。
２年 女児
きょね んのと きょうそ うでは 、１い がとれ ま せんでし
た。こと しは、 １いか２ いにな りたい です。 ダ ンスは元 気
におどり たいで す。

３年 男児
ぼくが 一番が んばりた い種目 は、紅 白対抗 リ レーです 。
バトンを 受け取 ったら、 誰にも ぬかさ れない ス ピードで 、
1 位になれる ように 全力で走 ります 。

４年 女児
がんば りたい ことは２ つあり ます。 １つ目 は 、上学年 表
現です。 表現を なるべく そろえ て、家 族を感 動 させたい で
す。２つ 目は、 運動会の 係です 。初め ての係 を みんなの た
めになる ように がんばり たいで す。

５年 女児
私が運 動会で がんばり たいこ とは、 ダンス で す。今年 は
旗を使っ た表現 がありま す。踊 ったこ とがな い ダンスな の
で、がん ばりた いです。

６年 女児
私が運 動会に 向けてが んばり たいこ とは、 ２ つありま す。 １ つ目は、 ダンス です。 今年
は、リー ダー学 年なので 、めり はりを つけた 行 動をし、 上学年 全員が楽 しくな るよう にし
たいです 。２つ 目は、リ レーと 大玉転 がしで す 。最後の 運動会 なので、 勝てる ように せい
いっぱい 練習を がんばり たいで す。

４月２ ２日（ 金）に、 つくば 市建設 部防犯 交 通安全課 の安全 指導員の 皆様を 講師に 迎え 、 低
中高の学 年ブロ ックごと に交通 安全教 室を行 い ました。 ＤＶＤ を視聴し たり 、 講師の 方に指 導
をいただ いたり して 、子 供たち は、正 しい歩 行 の仕方や 自転車 の安全な 乗り方 につい て理解 を
深めるこ とがで きました 。ご家 庭でも 、横断 す る際の左 右の確 認や自転 車の点 検 、ヘ ルメッ ト
の着用等 にご協 力くださ い。

【第１ 回ＰＴ Ａ奉仕作 業】
５月１４ 日（ 土）※予 備日 １５日（ 日）
雨天 並びに グラウ ンドコ ンディシ ョンの保 持のた め「中止 」とし ました 。
【引き渡 し訓練 】

５月２７日（ 金 ）１４： ００引 き渡し開 始
１４： ３０引 き渡し完 了（目 安）

【運動会 】

５月２ １日（ 土 ）※雨天 順延
※振替休 業日

５月２３ 日（月 ）

―保護者 の皆様 へ―
○ 詳細 につい ては、過 日配信 しまし たスク リ レの 手紙 でご確 認くださ い。
○ 延期 または 中止とす る場合 は、緊 急配信 メ ールでお 知らせ いたしま す。

