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笑顔いっぱい！運動会！
～ みんなのがんばりに拍手！そして、感動！ ～
「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、５月２８日（土）
に運動会が開催されました。とても、よいお天気に恵まれ、子どもたちも練習の成果を
十分に発揮してくれました。神部っ子太鼓では、心を一つに一点集中で太鼓を打ち、
全校の児童にエールを送ってくれました。開閉会式では、６年生の代表児童がそれぞ
れの役割をしっかりとやり遂げました。旗をもつ児童の凛とした動き、落ち着いてはき
はきとした司会やあいさつ、キレのある動きのラジオ体操や校歌の指揮、さらに気持ちの入
った選手宣誓など、どれも立派でした。演技では、まず、どの学年の徒競走もゴールまで力
いっぱい走りきりました。諦める児童は一人もなく、また温かく見守る児童の姿がありまし
た。次に、表現では各学年のよさが出て、心を一つにした演技ばかりでした。３・４年生の表
現では、元気いっぱいの演技で、ポンポンが激しく動きキラキラと光る様子からもうかがう
ことができました。１・２年生の演技では、一つ一つの動きをしっかり覚えて、退場ま
でとてもかわいい演技ができていました。５・６年生の演技では、難しくかつダイナミ
ックな動きと高学年らしい躍動感があり、すばらしい演技でした。今年度も感染状
況を踏まえ、協議を重ねた結果、制限を設けての運動会となりました。そのようなな
３・４年生表現
かで、全児童が精一杯の演
技を見せてくれました。また、
保 護 者 の皆 様 に は 、 大 き な
拍手をいただきました。感謝
申し上げます。ありがとうござ
閉 会 式
５・６年生表現
いました。

《６月６日（月） 6年「プール掃除」》
少し肌寒い日でしたが、６年生児
童が全校児童のためにプール掃除を
がんばってくれました。過去２年間
の汚れを時間をかけて、ピカピカに
してくれました。６年生への感謝の
気持ちを忘れず、安全に水泳の学習
をすすめていきます。
《６月６日（月）２２日（水） 4年「環境教育」》
地域の方をゲストティーチャーとし
て招き、４年生の環境教育がスタート
しました。最初の６日（月）は地域で
取り組まれていることを紹介していた
だきました。具体的には、竜野駅周辺
のまちづくり、有機野菜教室、EM利用
研究会などについてお話してくださいました。そして２２
日（水）には、EM利用について詳しく教えていただきまし
た。体験学習を交えて、環境について考えていきます。
《６月１４日（火） ｢授業参観｣》
小雨の中来校いただき、児童一人
一人を静かに、そして温かく見守っ
ていただきありがとうございました。
いつも以上に頑張る多くの児童の姿
があり、授業参観の大切さを改めて
実感しました。

神部っ子太鼓

開 会 式

１・２年生表現

《表彰》 ～みなさん、おめでとう(敬称略)～
★たつの市民体育大会陸上競技の部
５年８００ｍ女子第６位：鞍田莉子(5-2)
第８位：加藤華凛(5-2)
５年４×１００ｍリレー
男子第４位：松本直樹(5-1)、大田唯仁(5-2)
前川凛音(5-2)、圓尾侑亮(5-1)
女子第３位：釜地栞凪(5-1)、髙島帆海(5-2)
米澤心々菜(5-1)、佐藤沙那(5-1)
６年１５００ｍ男子第１位：小嶋崇太郎(6-1)
第２位：金谷亮佑(6-1)
６年４×１００ｍリレー
男子第５位：常城叶真(6-1)、真野成央(6-2)
田中雄大(6-1)、山口侑大(6-1)
女子第４位：森澤希々花(6-2)、佐古陽(6-1)
細見優萌(6-2)、谷口愛依(6-1)
★第５４会西播磨地区競書展
神戸新聞社賞：加藤華凛(5-2)
ペーロン：吉田琴音(6-1)
市長賞：金田彰真(4-2)
★青木杯
優勝：神部ＳＣ 最優秀選手賞：山口侑大（6-1）
★第３５回兵庫県小学生女子ソフトボール大会
第１位：西播磨シュガーラビッツ
谷口愛依(6-1)、鷲野加奈(6-2)
★夏季大会
優勝：神部ＳＣ
最優秀選手賞：田中雄大（6-1）
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１日(金)

～神部小学校の教育現場の様子をお伝えします～

全 校朝会 、代 表委 員会 、ALT(外国 語指 導助 手)
来 校 、 １ 年 生 の なか よ く な ろう 会 、「 定時 退 勤
日」

★２学期の主な行事について、感染状況等により中止や
内容変更等の可能性はありますが、現時点では以下の
とおりの日程でと考えていますのでお知らせします。
* 5年自然学校：9/13(火)～17(土) 4泊5日
［9/20(火)…5年生代休］
* 6年修学旅行：10/13(木)･14(金) 1泊2日
［10/12(水)…6年生給食後下校］
* オープンスクール：11/14（月）～18(金)のどこか
で実施します。
* 音楽学習発表会：10/21(金)、開催方法は後日連絡
します。また、3年生以上の児童につきましては、
飛沫の拡散を防ぐリコーダー用カバー（￥790）を
購入し、装着させたいと考えております。費用につ
きましては、PTAのふれあい事業費から出費させて
いただきます。1･2年生につきましては、別の項目
でふれあい事業費を使わせていただきます。カバー
につきましては、本番当日はもちろん、普段から使
用していきます。ご理解とご協力をお願いします。
* かけ足ウィーク：低学年11/28(月)～、高学年12/5
（月）～開催方法は後日連絡
※学年ごとの教育活動については、別途学年通信等でお知らせします。

４日（月） SSW(ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ)来校、
総合学習「畳堤」（6年）
７日(木)

ALT来校

８日(金)

SC(スクールカウンセラー)来校、クラブ活動、
｢定時退勤日｣

１１日(月)

環境教育｢EM利用体験｣（4年）、
総合学習「畳堤」(6年)

１２日(火)

13時30分一斉下校、個別懇談①

１３日(水)

13時30分一斉下校、個別懇談②

１４日(木)

ALT来校、13時30分一斉下校、個別懇談③

１５日(金)

給食終了、移動図書返却、13時30分一斉下校、
個別懇談会④、｢定時退勤日｣

１９日(火)

地区児童会、11時30分一斉下校、

２０日(水)

1学期終業式、11時一斉下校

２１日(木)

夏季休業日(8月31日まで)

★毎月25日は、笑顔の日
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「ノーゲーム･ノースマホデー」

※7月12日(火)･13日(水)･14日(木)･15日（金）に、全
ご家庭を対象に 個別懇談会を実施します。日時はす
でにお知らせし たとおりです。お子さまの健全な成

～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～

長のためには、 保護者と担任が共通理解のもと連携

していくことが 大切かと存じます。短い時間ではあ 【６月１８日（土）：紙すき体験】
資源回収でお世話になっている上
りますが、よろしくお願いします。
野紙料さんに来ていただき、紙すき
※7月19日(火)の地区児童会は、学校
体験を行いました。ミキサーをつか
で行います。
って紙を溶かし、紙すきの道具をつ
かって、はがきサイズの再生紙を一
※夏季休業中の登校日は、8月25日
人一人が作成していきました。
(木)です。
今月の詩
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