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 絶好の晴天の中、子どもたちは精一杯に走りました。開会
式では、「順位や記録はもちろん大切。でも、それ以上に大
切なのは、スピードを緩めてしまおうか、歩いてしまおう
か、止まってしまおうか、そんな自分の気持ちに負けないよ
うに走ること。」という話をしました。 

 緊張した面持ちでスタートラインに立つ子。抜かされて
悔しくて何とか追いつこうと腕を振る子。最後の力をふり
しぼってスピードをあげる子。どの子の顔も真剣そのもの
の一生懸命な顔でした。やはり、一生懸命な顔や姿はとても美しいし、かっこいいと思います。 

 安全確保のために、PTA の環境委員さんや警察の方、交通指導員さんと、多くの方にお世話になりま
した。また、大勢の保護者の皆様に声援をいただきました。会場全体がたくさんの拍手と声援で、とて
も温かい雰囲気だったと思います。本当にありがとうございました。 

 

順位 １年女子(800ｍ) １年男子(800ｍ) 順位 ２年女子(800ｍ) ２年男子(800ｍ) 

１ ○○○○○○ 3’35”4 ○○ ○○ 3’35”8 １ ○○ ○○ 3’26”1 ○○ ○ 3’16”3 

２ ○○  ○○○ 3’43”0 ○○ ○○ 3’36”4 ２ ○○ ○○○ 3’27”4 ○○ ○ 3’22”0 

３ ○ ○○ 3’46”3 ○○ ○○ 3’36”6 ３ ○○ ○○ 3’30’9 ○○ ○○ 3’24”3 

４ ○ ○○ 3’56”0 ○○ ○○ 3’40”1 ４ ○○ ○ 3’31’4 ○○ ○○ 3’25”3 

５ ○○ ○○ 3’57”2 ○○ ○○ 3’42”4 ５ ○○○ ○○ 3’41”9 ○○ ○○ 3’25”7 

６ ○○ ○○ 3’58”7 − − ６ ○○ ○○ 3’43”4 − − 

順位 ３年女子(1200ｍ) ３年男子(1200ｍ) 順位 ４年女子(1200ｍ) ４年男子(1200ｍ) 

１ ○○ ○○ 5’25”3 ○○ ○○ 4’42”2 １ ○○ ○○ 4’59”1 ○○ ○ 4’54”0 

２ ○○ ○○ 5’27”9 ○○ ○○ 5’07”9 ２ ○○ ○○ 5’06”5 ○○ ○ 5’08”8 

３ ○○ ○○ 5’31”9 ○○○ ○○ 5’08”6 ３ ○○ ○ 5’15”8 ○○ ○○ 5’09”9 

４ ○○ ○○ 5’40”1 ○○ ○ 5’16”2 ４ ○○ ○○○ 5’32’7 ○○ ○○ 5’18”8 

５ − − ○○ ○○ 5’23’3 ５ ○○ ○○ 5’54”1 ○○ ○○ 5’19”0 

６ − − ○○ ○○ 5’35”6 ６ − − − − 

順位 ５年女子(1500ｍ) ５年男子(1500ｍ) 順位 ６年女子(1500ｍ) ６年男子(1500ｍ) 

１ ○○ ○ 6’17”1 ○○ ○○ 5’58”1 １ ○○ ○○ 6’01”2 ○○○ ○○ 6’10’2 

２ ○○ ○○ 6’24”8 ○○ ○○ 5’58”4 ２ ○○ ○○○ 6’20”3 ○○ ○ 6’15’0 

３ ○○ ○○ 6’25”8 ○○ ○○ 6’50”3 ３ ○○ ○ 6’26”3 ○○ ○○ 6’17”4 

４ ○○ ○○ 6’38”8 ○○ ○ 6’52”3 ４ ○○ ○○ 6’32’1 ○○ ○○ 6’20”2 

５ ○○ ○○ 6’40”5 ○○ ○○ 6’55”5 ５ ○○ ○○ 6’50”1 ○○ ○○○ 6’22”1 

６ ○○ ○○ 7’09”3 − − ６ ○○ ○○ 6’58”9 ○○○ ○○ 6’22”4 

７ − − − − ７ − − ○○ ○○ 6’36”4 

学校教育目標 「学ぶ子」「助け合う子」「元気な子」 



 

 

PTA  

 １１月の行事等予定の中で、PTA 教養広報委

員さんによる読み聞かせの期日に誤りがありま

した。訂正し、お詫び申し上げます。 

 【誤】１１月１７日（火） 

 【正】１１月２０日（金） 
 
 

   

 学校では、年間を通して人権教育に取り組んで

いますが、例年、時期を決めて集中的に人権に関

わる学習や活動を進めています。 

 今年度は、１１月２日（月）～１２月１８日（金）

までの期間を設定し、学級活動や道徳での人権学

習、ビデオや DVD の視聴、思いやりカード、作

文や標語の作成などに取り組んでいきます。 

 先日の朝礼では、『わた

しのいもうと』という本を

スクリーンに映しながら

読み聞かせをし、「思いや

り」や「やさしさ」につい

て考えるきっかけづくり

をしました。 

高学年の児童の中には

読んだ経験のある子がいたり、休み時間に図書室

でこの本を探す子がいたりなど、内容が心に残っ

た子も少なくなかったようです。 

 コロナ禍のせいか、大人の社会では「思いやり」

や「やさしさ」に欠ける言動がニュースなどで取

り上げられます。 

子どもたちのやさしく豊かな心がまっすぐ伸

びていくように、取り組んでいきたいと思いま

す。担任からお家の人のコメントをお願いするこ

とがあるかと思いますが、ご協力ください。 
 
 

   

 ５日（木）から廃品（資源ゴミ）回収活動をお

願いしています。早速、新聞紙やアルミ缶、段ボ

ール、雑誌類など、たくさん運び込んでいただい

ています。本当にありがたく思っています。 

１３日（金）の 

１５：００以降に

業者に搬出いたし

ます。引き続き、ご

協力をよろしくお

願いいたします。 
 
 

   

 例年であれば、運動会や松井田地区のマーチン

グパレードで披露することができていた西横野

小の鼓笛。今年度はそういった行事の中での披露

はできませんでした。 

子どもたち、特に６年生にとっては、「いよい

よ自分たちの番だ」と思っていた鼓笛が実施でき

ず、ぽっかりと大きな穴が空いたままなのではな

いかと思っています。 

 そこで、５年生と６年生で、鼓笛の演奏のみの

発表会を３月１０日（水）の１・２校時に実施し

たいと考えています。 

 楽器の取り扱いや練習の仕方を工 

夫しながら、週に１回程度、１１月 

２７日（金）から練習を始めていき 

ます。 
 
 

   

 今年度は、当初の年間行事予定を大きく変更せ

ざるを得ない事態となり、子どもたちはもちろん

のこと、保護者の皆様にも迷惑をかけてしまった

な、と思っております。 

 学校では、例年通りにとらわれず、教育効果や

時間対効果を考えながら、廃止や追加も含めて令

和３年度の計画を練り始めています。ただ、新型

コロナウイルス感染症の状況は、全く先が読めま

せん。 

 今後、少しずつ県や市の行事などが決定し、学

校の計画との調整を図りながら詰めていくこと

になります。 

 特に、例年と時期が変更になるものについて

は、早めにお知らせしたいと思っています。 


