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3 年ぶりにご家族の参観制限なしで行われた第 120 回岸野小学校運動会。皆様

のご理解,ご協力のおかげで無事を行うことができました。 
～ご参観いただきありがとうございました～ 

 

運動会開催 2 週間前の 5 月 16 日より『運動会特別時間

割』が始まり,運動会に向けて全校で動き出しました。しか

し,当時の佐久圏域における感染警戒レベルの高さから,運

動会当日は連学年で行う種目についても,複数学年が交わ

る練習を避け,最初の 1 週間は,それぞれの学年でできる練

習に取り組みました。また,例年 4 年生以上が参加して行

う運動会係活動も,6 年生のみで行いました。 

運動会開催 1 週間前,感染警戒レベルの基準見直しによ

り,感染警戒レベルも下がり,かつ感染者も減少傾向にある

ことから,ようやく全校や連学年での練習ができるように

なりました。ここからの練習に対する子どもたちの集中力

は目を見張るものがありました。 

そして,「子どもたちに最高の環境を」と,今年も運動会

1 週間前に,伊坂建設様が朝早くから校庭の転圧をしてく

ださいました。前日準備では,6 年生児童と職員で,道具や

機器の運び出し,外トイレの清掃,校庭整備等を行い 5 月 28

日（土）第 120 回岸野小学校運動会当日の朝を迎えました。

朝は雲が出ていましたが,運動会が始まる頃にはほとんど

雲のない快晴となりました。その上心配された暑さもなく,

準備から競技・演技,片付けに至るまで,予定通りの日程で

行うことができました。 

当日は準備片づけ等,PTA 役員様,支部長様をはじめ,多

くの保護者の皆様にお手伝いいただきました。皆様の心温

まるご協力,本当にありがとうございました。 

前号の学校だよりでも紹介しましたが今年度の運動会

スローガンは「最後まで 努力 協力 全力でやりきろう」

でした。コロナ禍での運動会も 3 年目となり,制限される

ことも多い中,できないとあきらめず,できる限りの努力

と協力で,最後までやりきり,運動会を成功させようと願

う,子どもたちの思いが強く伝わってくるスローガンで

す。その思いに最大限応えるために,どのような状況下で

も,運動会を行うためにはどうしたらよいかを,職員で意見

を出し合い,種目や日程,参観者の範囲について検討を重ね

てきました。その結果,本来でしたら,いつもお世話になっ

ている地域の方々,来賓の方々にもご参観いただき,子ども

たちの成長した姿を見ていただきたかったのですが,ご遠

慮いただくことになってしまいました。申し訳ありません

でした。地域の方々,ご来賓の皆様には,このお便りをもっ

て,ご報告させていただきます。 

1，2 年生のかけっこ,3～6 年生の短距離走,男女混合低

学年,高学年リレーでは,最後まで精一杯全力で駆け抜ける

子どもたちに運動会スローガンでもある「全力でやりきる

姿」を見ました。 



連学年で実施した表現や競技。１，２年生の玉入れと間の輪を使った

技の披露。チームやペアで協力する姿が見られました。3，4年生の『き

ゅうくつペダル』では,大きな体の 3，4 年生が小さな三輪車を一生懸命

こぐ姿に,最初は微笑ましく見ていましたが,接戦となると思わず手に力

が入るほど白熱しました。5，6年生は,『「絆」 大空へ力強くはばたく』

の題名通り,高学年として今できる精一杯を見せてくれました。YOASOBI

の「群青」の音楽に合わせた旗を使った演技。続けて行った組表現。限

られた練習期間の中,最高学年である 6 年生が 5 年生を引っ張り,最後ま

で,協力し支え合うこと,互いの絆を深めることの大切さを伝え,さらに

自分たち 6年生が,大空（新しい世界）へと力強く羽ばたこうとする姿も見せてくれました。参観していた

全ての方に喜びと感動が届く演技ができました。 

運動会を通して,全力でやりきることの大切さ,協力してくれる方への感謝を学ぶとともに,仲間や先生と

の絆を深め,心も体もたくましくさらに成長することができました。おかげさまで,子どもたちの頑張りに

成長を感じる運動会になりました。保護者の皆様,地域の皆様のご理解,ご協力のおかげで今年度も思い出

に残る素敵な運動会を開催することができました。本当にありがとうございました。運動会で頑張った成果

を,これからの活動にも活かしていきたいと思います。 

 

6月後半～7月の主な予定（今後,コロナウイルス感染状況によって予定が変更になる場合があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『学校からのお知らせとお願い』 

日頃よりお子さんの学習環境について，ご指導いただいているところと思います。昨年度佐久市内で行われ

ました情報機器の利用についてのアンケートの結果については既にご存じのところと思います。このアンケー

トでは児童生徒の ICT機器の利用について質問紙による調査を行ったものです。内容項目が多岐にわたるわけ

ですが，おしなべて，昨今の児童生徒は，①既に小さい頃からスマホやタブレット等を利用し，SNSやインタ

ーネットという外部への通信の経験がある，②利用頻度が徐々に伸びていく傾向があり，利用時間が延びてい

る，③家庭内でルールを作ってある程度の規制はしているものの，学年が上がるにつれて利用頻度も増してい

く等の特徴があることが分かります。上手に使えばとても便利な者ですが，一度トラブルになると実態がつか

みづらく，また，広範囲にしかも状況によっては直接的な影響が出る場合があります。夏休み前でもあります

ので，あらためて，お子さんの利用実態をつかんでいただき，適切なご指導をお願いいたします。 

6 月（決定しているもの） 

・22 日（水） 放課後学習会 

・24 日（金） 新体力テスト予備日 

・28 日（火） クラブ②（6 校時） 水泳学習開始 

・29 日（水） 公民館体験（3 年 泉小学校と合同開催 会場：泉小学校）  放課後学習会 

・30 日（木） 児童会⑤（6 校時） 

7 月（決定しているもの） 

・ 1 日（木） 学校生活アンケート実施（全校児童） 

・ 4 日（月） アンケートを受けて個別面談（～15 日） 

・ 5 日（火） 児童集会（朝） 

・ 6 日（水） 放課後学習会 

・11 日（月） 更生女性会あいさつ運動 ALT マシュー・スケリー先生最終勤務日 

・12 日（火） 支部児童会②(8:20～8:40) クラブ③（6 校時） ※6 年生二種混合予防接種 

・13 日（水） PTA 親子文庫部読み聞かせ（朝）  放課後学習会 

・14 日（木） 授業参観日 13：10～13：55 授業参観（地区割りで前半・後半に分けての参観） 

※前半（13:10～13:30 頃）…平井,沓沢,日向,糠尾,竹田,下平の保護者対象 

※後半（13:35 頃～13:55）…今岡,下県東,下県西,相浜,東立科支部の保護者対象 

13:55～14:05 帰りの会 下校 14:10（バス 14:10） 

14:10～14:50 学級懇談会 ※懇談会の前に自転車損害賠償責任保険等の紹介映像を視聴します。(約 5 分) 

15:00～15:15 プール当番説明（体育館）   

15:20～16:30 救急法講習会（体育館） 

・15 日（金） 2,5 年生歩行計測 

・18 日（月） 海の日（祝日） 

・19 日（火） 児童集会（朝） 学期末清掃（～26 日） クラブ④（6 校時）  

・20 日（水） 6 年修学旅行① 放課後学習会（1 学期最終） 

・21 日（木） 6 年修学旅行② 事務処理のため,全校 5 時間授業 全校一斉 15:10 下校 

・22 日（金） 6 年計画休業  事務処理のため,全校 5 時間授業 全校一斉 15:10 下校 

・25 日（月） 事務処理のため,全校 5 時間授業 全校一斉 15:10 下校 

・26 日（火） 事務処理のため,全校 5 時間授業 全校一斉 15:10 下校 

・27 日（水） 1 学期終業式  全校 4 時間授業 給食あり 全校一斉 14:10 下校 

・28 日（木）～8 月 22 日(月) 夏休み  8/2･3･4･5 プール開放 

・8 月 23 日（火） 2 学期始業式 事務処理のため,全校 4 時間授業 給食あり 全校一斉 14:10 下校 


