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いよいよ運動会！
～かがやけ！

元気いっぱい

みんなの笑顔～

５月は、「かがやけ！ 元気いっぱい みんなの笑顔」のスローガンのもと、運動会に向け
て児童も教職員も心を一つにがんばってきました。そして、いよいよ２８日（土）の開催が
迫ってまいりました。５月は感染症による学級閉鎖はなく、順調に練習を行うことができま
した。保護者の皆様の児童一人一人への温かい配慮に感謝申し上げます。
さて、今回も新型コロナウィルス感染症防止対策を講じながらの運動会となります。参加 神部っ子太鼓の練習の様子
は児童・保護者・教職員とし、来賓の方々にはご遠慮いただくこととなりましたので、ご了
承ください。また、なるべく接触の機会を減らし感染リスクを回避するため、分散による開催（３・４年９：００～、
１・２年生９：４５～、５・６年生１０：３０～）、徒競走（一方向に向かって全力で走ります）、間隔をあけての表
現運動等で開催いたします。まだまだコロナ前のようにはいかず、玉入れや綱引き、騎馬戦
などができないもどかしさが児童にも教職員にもありますが、その思いを徒競走や表現運動
に注ぎ、なるべく多くの達成感が味わえるように取り組んでまいりました。保護者の皆様に
は、当日力いっぱいがんばっている児童に大きな拍手を送っていただければと思います。で
は、各学年の見どころを「元気よく 仲よく 力いっぱい 神部っ子」のコーナーで紹介し
開会式の練習の様子
ていきます。

全校朝会
ALT来校、避難訓練（火災）
代表委員会、地区終会、学校評議員会、｢定時退勤日｣
環境教育（4年）、SSW来校
《開会式》
内科検診(1･3･5年)
児童の各代表が、堂々と入場、挨拶、宣誓を行います。
ALT来校、青少協役員会
クラブ活動、｢定時退勤日｣、ALT来校、SC（スクール
《３・４年の演技 ９：００～》
カウンセラー）来校
「めざせ！かがやくヒーロー！」（３年生）そして「全
力疾走！４年生！」では、１００ｍを力いっぱい走ります。 １３日(月) 歯科検診(2･4･6年)
★毎月25日は、笑顔の日
１４日(火)
授業参観（学級懇談会）
「ノーゲーム･ノースマホデー」
「まあ、スカッとおどります～マスカット～」では、ポン
１５日(水) ALT来校
ポンと運動場全体を使って、元気いっぱい踊ります。
１６日(木) ALT来校、耳鼻科検診（1･3･5年）、動物愛護教室（1年）
《１・２年の演技 ９：４５～》
１７日(金) プール開き、「定時退勤日」、移動図書館（2年）、校外
「スーパー１年生よ～い ド
学習（3年）
ン！」では４０ｍを、「にこにこ
１８日（土） ゆめクラブ②（紙すき体験・折り紙工作）
ダッシュ！２年生」では６０ｍを
２０日(月) 環境教育（4年）
力いっぱい走りきります。「神ジ
２１日(火) 歯科検診(1･3･5年)
ャニjr.今日もがんばります。」で
２２日（水） 動物愛護教室（2年）
は、軽快なジャニーズの曲にのっ
１・２年生の練習の様子
２３日(木) ALT来校
て、かわいく表現します。
２４日(金) 親子読書、委員会活動、「定時退勤日」、SC来校
２７日(月) 歯科検診（予備日）
《５・６年の演技 １０：３０～》
３０日(木) ALT来校
「GO!GO!５年生!!」そして「RU
N 力の限り」では、１００ｍを全
《表彰》 ～みなさん、おめでとう(敬称略)～
力で駆け抜けます。「青の時代を
★サルビア杯
生きる すべての人へ」では、キ
準優勝：神部ＳＣ 優秀選手賞：谷口愛依（6-1）
レのあるダンスで青の旋風を巻き
★春季大会
５・６年生の練習の様子
起こします。
第三位：神部ＳＣ 敢闘賞：谷口愛依（6-1）
★エンジェルス杯
《閉会式》
優勝：神部ＳＣ
児童代表を中心に、運動会を締めくくっていきます。
最優秀選手賞：常城叶真（6-1）
《オープニング ６年有志｢神部っ子太鼓｣》
昭和６１年から、響き合う神部っ子にエールを送るため
に組織された有志の６年生が心一つに演奏します。

１日(水)
２日(木)
３日(金)
６日(月)
７日(火)
９日(木)
１０日(金)

～神部小学校の教育現場の様子をお伝えします～
★本年度の水泳指導についてお知らせいたします。以下
の感染症防止対策を講じたうえで、３年ぶりに実施い
たします。
・プールに入るのは１学年のみとし、プール全体（大
小）を使えるようにします。そして、できる限りソ
ーシャルディスタンスを保つようにします。
・接触の機会を減らすため、一方向での水泳活動とし、
自由時間の設定もありません。
・入れ替え時の混雑や接触を避けるため２時間枠で、
着替え→水泳活動→着替えを落ち着いて行うように
します。そして、各学年着衣泳を含む５回程度を予
定しております。
・プールまでマスクを着用し、プールでマスクを外し、
バスタオルの入った袋に入れます。活動が終わり次
第、すぐにマスクを着用し着替えます。
過去２年間水泳活動を実施していないため、３・４
年生におきましても小プールを活用するなど、児童の
泳力を把握しながら進めていきます。また、準備につ
きましては、先日配布しましたプリントをご覧いただ
き無理のない準備をお願いします。
★本校の校時表には、１時間目が始まる前に15分間の｢朝
の学習｣の時間があります。この時間には、確かな学
力の育成をめざし、読書活動や新出漢字の学習、ドリ
ル･プリントを使っての反復練習等に取り組んでいま
す。本校では、１日のスタートをスムーズに切ること
ができるよう｢職員打合せ｣を朝に行うことをやめ、担
任が教室にいて､児童の指導にあたれるようにしてい
ますが、さらに担任以外の教員も教室に入り、できる
だけ複数教員で指導するようにも努めています。この
ように、学校では子どもたちの基礎学力の定着を進め
ていこうとしています。是非ご家庭でも、宿題やノー
トのチェックをしていただきますようお願いします。
子どもたちの学力を少しでも高めていくためには、家
庭と学校の協力が肝要かと存じます。どうぞよろしく
お願いいたします。
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★引き続き新型コロナウイルス感染症予防対策を講じて
いかなければなりませんが、暑い日が続いており、熱
中症の対策も忘れてはなりません。以下の点、よろし
くお願いします。
◆水分補給が肝要です。水筒は必ず持たせてください。
◆マスク着用は必須ですが、熱中症対策として、時折
外すことも大切です。外したときは決してしゃべら
ないことと、外してどこかに置きっぱなしにしてお
くのではなく、すぐに着用できるようにしておき、
なるべく早く着用するようにします。予備のマスク
の準備もお願いします。
◆外では必ず帽子（登下校時は黄色の通学帽子）を着
用するようにします。冷感タオルを持参して使用して
もかまいません。

～心も体も生き活きと！ 世代を超えた交流活動を推進します～
【５月２１日(土)：開講式・さつまいもの苗植え】
５月２１日(土)に予定どおり、全参
加者６７名でゆめクラブの開講式を
行いました。そのあと、さつまいも
の苗植えを実施しました。収穫の秋
を楽しみに、世話をしてもらえたら
と思っています。また、昨年度と同
様に感染症対策を実施したうえで、下記の計画で本年度
の活動をすすめていきます。
【本年度の活動】（＊諸事情により変更があります）
・第1回 5月21日（土）開講式・さつまいもの苗植え
・第2回 6月18日（土）紙すき体験
・第3回 9月23日（金）あゆつかみ
・第4回 10月 8日（土）三校区交流フェスティバル
・第5回 10月22日（土）さつまいも収穫・グラウンドゴ
ルフ
・第6回 11月 5日（土）幼・小・中交流ゆめクラブ
・第7回 11月19日（土）クッキング（やきいも？）
・第8回 2月18日（土）黍田富士登山・閉講式
今月の詩
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