家庭数配布
平成２９年度 春日部市立幸松小学校 学校だより 運動会特別号

＝学校教育目標＝

かしこく
進んでよく考える子
たくましく
健康でねばり強い子
あたたかく
明るく思いやりのある子
児童数５０５名 平成２９年１０月１３日現在 http://www.komatsu.av-center.kasukabe.saitama.jp/

「秋季大運動会を振り返って」
わたしは、うんどうか
いのときにダンスをおど
りました。うまくおどれ
てとてもきもちよかった
です。ダンスがおわった
ときに、みにきているお
きゃくさんにたくさんは
くしゅがもらえてたのし
かったです。
１年 鈴木 麻友
ぼくは、うんどうかい
で５０メートルをがんば
りました。けっかは、５
いでくやしかったけどが
んばりました。そしてた
まいれは、白ぐみがかち
ました。そして大だまお
くりも白ぐみがかってう
れしかったです。
１年 森 咲太

ぼくは、リレーが２いにな
れてよかったです。りゆうは、
チームのみんなががんばって
くれたからです。だから、２
いになれたからよかったです。
ほかにも２ねんせいになった
らがんばります。でも、１い
になれたらよかったです。
１年 加藤 斗翔

児童の作文特集です！
１００ｍ走で２位になりました。
中学校では、１位になれたらいい
なと思います。組体操では、１回
タイミングが合いませんでした。
しかしほかは、全て成功しました。
ダンスでは、自分なりにがんばり
ました。間違えずに、おどれまし
た。中学校でも運動会をがんばり
たいです。 ６年 関 元気

わたしは、うんどう会でがんばっ
たことが二つあります。一つ目は、
５０メートルそうです。はやくはし
れるように、ゴールにむかっていっ
ぱいうでをふりました。そうしたら、
３位になりました。うれしかったで
す。二つ目は、ダンスです。三たろ
う音どで、音にあわせておどること
をがんばりました。せんとうだった
ので、まちがえないようにがんばり
ました。らい年も、ダンスをがんば
りたいです。 ２年 森 叶音

ぼくの運動会の思い出は、組体操と
１００メートル走が思い出になりまし
た。組体操では、サボテンとピラミッ
ドとダンスの練習が、むずかしかった
です。練習は、むずかしかったけど、
本番は成功しました。１００メートル
走では、全力で走って３位になりまし
た。それがぼくの思い出になりました。
５年 福邉 隼翔

４年生のダンスは「ソーラン節」で、黒Tバンダナに着がえる
かっこいいおどりです。ダンスは気合が入って一生けんめいおど
れるから好きです。だから一番の楽しみはダンスでした。その次
は、バトンです。バトンは金管の歌に合わせておどりました。と
くに恋ダンス（チア）がうまくできたと思います。リレーは運動
会の中で一番きんちょうしました。私は緑チームの一番最初！だ
からきんちょうしてたまりませんでした。みんなが一生けんめい
走った結果４位でした。白組が負けたし悲しい結果だったけど楽
しかったです。 ４年 中山 実里

ぼくは白組として運動会にいどみました。だけど赤組が勝ち、
白組が負けました。でも、勝ち負けよりもクラスの仲がよく
なった気がするのがうれしかったです。なぜかというと、今回
ぼくたちは組体操をやりました。最初はみんなでできていな
かったけれど、練習するにつれてだんだんできるようになりま
した。最後の練習では完ぺきにできたと思いました。そして本
番の時、だれもがきんちょうしていたけど、ミスもなくできた
のは一人一人はげまし合ったり、教えてあげたりしたことで、
クラスの思いが一つになったからだと思います。今年は本当に
よくできたなと思います。そして来年はぼくたちが見本になる
立場なので、その時は来年５年生がしっかりとできるようにア
ドバイスなどをしてあげたいです。 ５年 黒木 悠貴
今年のうんどう会でぼくは白
組でした。今年は赤組がかって
しまいましたが、それよりも、
うんどう会はダンス、つなひき、
リレー、ときょう走、きばせん、
おくれおくれ、なんでもたのし
いということがわかりました。
かってもまけてもうんどう会は、
たのしいということです。来年
は、白組か赤組どっちがかつか
わかりませんが、きっと来年も
たのしいうんどう会になると思
います。
３年 上原 嘩蓮

ぼくが運動会で一番がんばったことは、
リレーとときょう走です。リレーは学年か
ら選ばれるので４年生の代表なんだという
心をもち、全力を出しきりました。ときょ
う走は、全力を出したものの、結果は２位
でした。１位にはなれませんでしたが、自
分なりにがんばったのかなと思います。今
年は、赤組１７５６点 白組１５２０点で
赤組がかちました。勝ったのは初めてなの
でとてもうれしかったです。来年も優勝を
目標にがんばります。
４年 鈴木 悠太

今年も赤組がゆうしょうしました。でも
わたしは、かってもまけてもうれしかった
と思います。なぜならうんどう会ができて
うれしかったからです。赤組がかったけど
白組もがんばっていました。つなひき、１
年生の玉入れ、２年生の大玉ころがしも
かっていました。赤組はリレー、おくれお
くれとかいろいろかちました。さいごの校
歌は、白組と赤組かんけいなく大声で歌っ
て楽しくなりました。もちろんゆうしょう
したのもうれしいけど、白組もがんばって
いました。せいこうしてよかったです。こ
れからもみんなでがんばりたいです。たの
しかったです。 ３年 榎原 愛莉

わ た し は 、 ダンスが
たのしかったです 。 れ
ん しゅうではちょっと
できていないところも
あ っ た け れ ど 、本 ば ん
は 、 一つもまちがわず
におどることができま
した。とても 、とても
うれしかったです 。 ら
い年は、ダンスやと
き ょ う そ う を 、こ 年 よ
りもっともっとじょう
ずになりたいです。
２年 田口 璃乃

ぼくは白組の応援団長としてみんなとがんばりました。最初は、緊張してあんま
り声が出ず、本当にできるか不安でした。だけどやっているうちにどんどん声が出
て、絶対白組を優勝させようと思い、当日みんなを全力で応援することができまし
た。みんなの演技もすごくきれいでした。一番きんちょうしたけど、組体操がかん
ぺきにできてうれしかったです。これからもいろんなことをがんばりたいです。
６年 林 凌平
毎日練習した組体操。少し苦手なところもあったけど、最後まで集中してできま
した。３人タワーは練習の時はなかなか上がらなかったけど、本番では少しずつ上
げられたのでうれしかったです。人間おこしも、順番をまちがえず、声を合わせて
できたので、見ている人に感動をあたえられたと思いました。１０人タワーは、練
習の時はすごくひざがいたかったけれど、本番は成功させるという思いが強かった
ので、いたくても気にならなくて、上の人に「がんばれ」と言ってあげられました。
騎馬戦は２回しか練習ができない中、副隊長のぼうしを取られず、１点取れました。
最後に私は運動会が行われる意味を考えました。それは赤白を決めるそんなことで
はなく、仲間との団結をふかめることだと思いました。 ５年 土子 楓夏

今日は運動会本番でした。いろいろな競技をやりました。私は、いろいろな競技を
やって一番がんばった競技は、ダンスです。私は、クラスのダンスリーダーになって
ポーズをとるときに中心のとなりでした。いしょうも自分ではかっこいいと思いました。
私は、ダンスの最初のポーズが一番大変でした。でも成功させたのでうれしかったです。
私は、このソーラン節をやって、たい形い動がむずかしいと思っていましたが、みんな
で息をあわせて成功させることができてよかったです。終わったあと、家族からほめら
れてがんばってよかったと思いました。 ４年 百木田 葵

ぼくは、うんどう会ですご
くうれしかったです。なぜか
というと、まわりからおうえ
んされたり、みんなががんば
ろうと声をかけてくれたから
です。うんどう会で白組がま
けちゃったけど、うれしかっ
たことやたのしかったことが
あったからすごくいいうんど
う会になりました。あと、も
う一つうれしかったことがあ
ります。それはダンスがれん
しゅうよりうまくおどれたこ
とです。れんしゅうでみんな
できょうりょくしてやったか
らうまくできたのだなと思い
ました。らい年も白組だった
ら、ぜったいかてるようにし
たいです。
２年 千葉 鉄心

教職員人事異動
について

私は運動会で思ったことがあります。思ったことは、負けたのにあまりくやしく
ないことです。なぜか、後で考えてみました。すると、なぜかわかりました。それ
は、自分は精一杯がんばったからだとわかりました。１００ｍ走、がんばって走っ
た。４位だった。精一杯がんばった。それで満足になりました。騎馬戦。６年にす
ぐ取られた。力をふりしぼって持ち上げた。組体操。練習が初めてで失敗もたくさ
んした。初めは力もなくて、持ち上げられなかった。友達に信頼されてなかった。
うまくのれない、持ち上げられなかった。すごく不安だった。けれど本番ですべて
が成功した。それならすべてよかった。がんばってよかった。練習してよかった。
本当はこわかった。けどよかった。うれしかった。みんなが見てる。うれしい。だ
れか泣いているのかな。感動してくれたんだ。そこから私は、成功したならよし。
がんばったならよし。私はすごく笑顔になった。なぜならがんばったからです。
５年 上原 香凛
小学校最後の運動会を終えてぼくは、すごく最高でした。応援団、騎馬戦、組体
操、徒競走、リレー、誓いの言葉、練習、全部を全力でできました。応援団では団
長で一番目立つ所でもあって、みんなを引っ張っていかないといけなかった立場
だったけど、みんなに指示を送ったりできて、４・５年生を引っ張っていけたと思
うのでよかったです。騎馬戦は取られてしまったけど、みんなと息を合わせられた
のでしっかりできました。組体操は５年生の時初めてやって失敗もあったり、３人
タワーでこわかったのも今ではよくできて、その経験で５年生に教えてあげたり新
技もふくめてよくできたと思います。徒競走・リレーは、徒競走は３位でくやし
かったけど、全力でできたのでよかったです。リレーは６年間選手で、１位もとれ
たのですごくうれしかったです。最後まで声をからしながら応援できて、かれた声
を持ち帰れたのでいい思い出になりました。くいのない最高な運動会になりました。
６年 佐竹 翔太
９月末日をもって、３名の先生方が幸松小学校を去りました。これまでの期間、
本当にありがとうございました。そして、新しく幸松小学校に着任された３名の先
生方をご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。

「転退職された先生方」

「新しく着任された先生方」

小１支援助手

宮﨑 馨

事務補助

柿沼 和子

英語指導助手

角野 道子

英語指導助手

松崎 未来

図書館支援員

北

図書館支援員

中島 仁美

美登利

かきぬま
まつざき
なかじま

かずこ
みく
ひとみ

松 写 館
みんなで作り上げた幸松小の秋季大運動会は大成功！

９月１６日 幸松小学校秋季大運動会
「最後まで 共に戦え 幸松魂!!」
天気が心配されましたが、無事に平成２９年度幸松小学校秋季大運動会を行うことができま
した。今年度はプログラムを変更しての実施となりましたが、最後まで雨も降らずに演技や競
技を行うことができました。急な変更にもかかわらず、保護者の方々や地域の方々にはご理解
とご協力をいただきました。また、朝早くからPTAの役員さんや休日の会の方々を中心に、お
手伝いをしていただきました。多くの方々のご協力のおかげです。本当にありがとうございま
した。
「最後まで 共に戦え 幸松魂」のスローガンのもと、全力で演技や競技を行う子どもたちは、
とても輝いて見えたのではないでしょうか。今回の運動会を経て、一回り成長してくれたこと
を期待しています。
今後も、幸松小学校をどうぞよろしくお願いします。
幸松小学校ホームページは毎日更新 ブラウザのホーム画面に設定してみてはいかがでしょう。
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