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運動発表会の練習が始まります。 

校長 湊  仁   

 9月 15 日は、かけっこマスターと呼ばれ、体育指導インス

トラクターの永野佑一先生が、二小に来ました。「かけっこ教

室」と称し、学年別に全校児童に走り方についての学習をし

ていただきました。一緒に走ることを通して、楽しみながら

教えていただきました。  

 永野先生自身、小学 4 年生くらいまでは、運動会で走っ

てもビリになることがほとんどだったそうです。ある時、

がむしゃらに走るのをやめ、ゆったりとストライドを広げ

るような走り方をしたところ、友達よりも速く走れること

に気が付いたそうです。走り方には、本人に合った走り方

があり、それを理解して、その走り方を身に付けることが

大事です。と語っていました。 

 また、子供たちに問題を出し

ていました。「走るときに手の

ひらをグーにするのとパーを

立てて走るのとどちらが速く

走れると思いますか？それと

もどちらでもいいですか？」 

 子供たちは、手のひらを開く方に多く手を挙げていました。

答えは、「どちらでもいい」とのことでした。このように走る

だけでなく、考えさせる内容もあり、45 分の授業があっとい

う間でした。かけっこ教室を通して、子供たちは、走ることに

対し、力いっぱい走るだけでなく、考えて走ることを理解した

かもしれません。 

 翌日から、短距離走のタイムを計って、運動発表会へ向けて

の準備をしていました。永野先生のアドバイスを受けて、走り

方を意識している子が増えたと思います。 

 28 日(月)から、運動発表会練習が本格的に始まります。暑

さも大分、和らいできました。コロナ対策で、思い切り体を動

かせなかった分も含めて、本番に向け、力いっぱい取り組んで

欲しいと思います。 

◆運動会について 

 ○運動会の名称を改め、『運動発表会』としました。 

  2部構成で、 

1 部 17日(土) 表現・短距離走：保護者参観日 

2 部 22日(木) 団体競技：児童参観日 

  としました。 

○暑さ対策のため、日程を 10月 17日(土)としました。 

○延期日は 20日(火) となります。翌 18日は市の防災訓 

練が行われるため運動発表会はできません。 

 ※進行方法や参観についてのお願いを裏面に記載してい 

ます。そちらの確認もお願いします。 

 

令和２年度 １０月 

    

日 曜 朝 教科・特別活動・学校行事等 

28 月 学習 運動発表会特別時間割始 

29 火 朝会 全校朝会 ALT 巡回相談  

30 水 なし 特別時程⑥  

1 木 学習 都民の日 ALT 眼科検診（全）  

2 金 学習 
運動発表会練習・行事カウント始 安全指

導 １年金曜日５時間授業始 委員会活動⑤  

3 土     

4 日     

5 月 学習   

6 火 集会 児童集会（集会） たてわり班長会 

7 水 なし 開校記念日 特別時程④ ５・６校時なし 

8 木 学習 ALT  

9 金 学習 ４時間授業 ＳＣ  

10 土     

11 日     

12 月 学習 ALT 言語聴覚士学校巡回 

13 火 朝会 
全校朝会 たてわり遊び③ ALT 耳鼻科検診
（４～６・く） 運動発表会係会（５・６） 
 ６校時なし（３・４） 

14 水 なし 特別時程⑥ 

15 木 
全校

練習 
運動発表会全校練習 ALT 

16 金 学習 
５校時なし（１～４） 運動発表会全校練習

（予備） 運動発表会前日準備（5･6） ＳＣ   

17 土 
運動 
発表会 運動発表会第１部(保護者参観日) 

18 日  福生市防災訓練 

19 月   運動発表会振替休業日  

20 火 朝会 全校朝会 巡回相談 運動発表会予備日 

21 水 なし 
特別時程④ ５・６校時なし  

研究授業（2-1,4-2,5-1） 

22 木 
運動 
発表会 

運動発表会第２部（児童参観日） 

23 金 学習 ＳＣ  生活科見学（２） 

24 土    

25 日     

26 月 なし 特別時程⑥ 避難訓練 

27 火 集会 児童集会（図書） ALT 

28 水 なし 特別時程⑥ 

29 木 なし 特別時程④ 就学時健診 ALT 

30 金 学習  

31 土    

 

生活目標…外遊びをそろえる ◎休み時間は友達さそってアウトドア 

「ことばの泉」…「です」「ます」をつけて、ていねいに話そう 

保健目標…目を大切にしよう 

安全指導…廊下や階段の歩き方 等 

令和２年９月 25日 
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〇延滞図書の扱いについて 

新型コロナウィルスによる学校生活様式の変化にも子供たちは適切に順応し、学校生活を送っています。休み時間に

図書室を訪れ、読書をしている児童の姿も多く見られ、うれしく思っています。 

その一方で、残念ながら、返却期限を過ぎても返されない本が増えています。学校図書館の本は利用者共有の財産で

あり、有効に活用していただくものです。借りた本は必ず返す、公共の物、皆の物は大切に扱う姿勢を子供たちに身に

付けてほしいと考えています。 

今後、本を紛失した場合は、ご家庭の責任において弁償をお願いします。基本的に同じ本を購入して頂くことになり

ます。その際、中古の本でもかまいません。１０月１日より実施します。ご理解いただき、ご協力をお願いします。 

〇運動発表会（第１部）について 

 現在決定していることについてお伝えします。詳細は、後日配付するプリントにてお知らせします。 

・プログラムは、低学年の部・中学年の部・高学年の部の３つの部に分けています。保護者は、お子様が出場する部

のみの参観とし、参観者の入れ替えを行います。 

・保護者の参観人数は、各家庭２名までとします。 

・保護者の参観方法は立ち見で、シートや椅子等を使うことはできません。 

・参観者の入れ替えがあり混雑するため、自転車での来校はできません。徒歩での来校をお願いします。 

〇今月の教育相談について 

１０月は、９日（金）・１６日（金）・２３日（金）・３０日（金）にスクールカウンセラーが出勤します。面談や相

談を希望される方は、ご連絡ください。 

 

 

 
☆市制５０周年の航空写真撮影☆（９月２日）＜担当 白濱＞ 

 今年は福生市が市制５０周年を迎えるにあたり、全校児童が校庭に集まり「航空写

真撮影」を行いました。その記念に、空に向かって色とりどりの画用紙を持って写真

撮影に臨みました。「希望の虹」を校庭いっぱいにえがきました。 

 ☆『無限だるまさん』☆（９月８日）＜集会委員会担当 西村＞ 

 集会委員会による児童集会がありました。全校児童が集まって遊ぶのは、今年度初

めてのことでした。内容は『無限ダルマさん』です。感染予防対策をしながら、全員

が楽しめるよう工夫して考え、取り組みました。『ダルマさんが○○した！』という

合図のもと、集会委員会が考えた様々な命令に、子供たちは、楽しそうに取り組みま

した。 

 
☆かけっこ教室☆（９月１５日）＜２年担任 梅田＞ 

４００ｍハードル日本代表の経験もある永野佑一先生を招いて、各学年１時間ずつ

「かけっこ教室」を行いました。そこでは、足が速くなるコツを教わることができま

した。トップクラスの選手と一緒に走る経験は日常ではできないことなので、多くの

子が楽しそうに取り組んでいました。 

 ☆たてわり班☆（９月２３日） ＜特別活動部 長谷川＞ 

今年度初めてのたてわり遊びで、１組が中遊び、２組が外遊びをしました。６年生

は、下級生が楽しめる遊びを考え、中遊びは、いす取りゲーム、ハンカチ落としなど、

外遊びでは、ドロケイ、ドッジボールなど、班長を中心に進めている様子が見られま

した。今回の活動を振り返って、次の活動ではさらに遊びが発展していくといいと思

います。 

    毎年１１月の第一土曜日は『東京都教育の日』 
  https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/lifelong/learning/kyoiku_no_hi_2.html 

東京都教育委員会は、次代を担う子供たちの教育について、都民全体で推進し、都における教育の充実と発展を図るため、毎年１１月の第一

土曜日を「東京都教育の日」と定め、１０月及び１１月を「東京都教育の日」推進期間としています。 

【令和２年度：１１月７日（土）】 


