横浜市立菊名小学校
速報担当

平成２９年度

「菊名小学校運動会」速報

１０月に入り、いよいよ各学年の運動会練習や応援団の声、選抜リレーの練習で菊名小学校の校
庭も賑やかになってきました。児童代表委員会で話し合って決めた「一人ひとり 正々堂々 力を
合わせて 勝利をつかみとれ！」というスローガンのもと、１０月２１日（土）の開催に向けて子
どもたちが主体となって、計画や準備を計画的に進めています。高学年は学年ごとに実行委員会を
立ち上げ、競技の内容やプログラム名について話し合ってきました。現在も実行委員を中心に、本
番当日に向けて練習や準備に一生懸命取り組んでいるところです。
今年も子どもたちとともに創り上げる運動会の見どころをお知らせします。当日は、一人ひとり
の子どもたちの活躍とあわせて、係として運動会を支える高学年の頼もしい姿や、他学年の人とも
協力して一緒に活動したり力を合わせたりする子どもたちの姿を、ぜひご覧ください。

運動会のねらい
○ 日頃の学習活動の成果を総合的に発表し、運動や健康・保健に対する意欲・関心を高めます。
○ 集団行動を正しく敏速にとる習慣を育てるとともに、集団の一員であることを自覚し、自分か
ら進んで活動しようとする態度を養います。
○ 自分たちの思いや願いを生かしながら活動に取り組むことを通して、自分の力を精一杯発揮し
ようとする心を育てます。
○ きょうだい学年で応援したり全校種目に共に取り組んだりする異学年との交流を通して、協力
しようとする心や思いやりの心を育てます。

今年のスローガン
一人ひとり

正々堂々

力を合わせて

勝利をつかみとれ！

種目案内と見どころ
☆★

各学年

団体演技 ★☆

ダイナミックな演技・躍動感、団体演技。

１

年

２

はじけろ！
にこにこダンサーズ！
きらきら笑顔がはじける 1 年
生。クラスごとに色の違うポン
ポンを使って、チアリーダーに
なりきります。
「だから、ひとり
じゃない」の曲に合わせて、来
てくれたお客さんをにこにこ笑
顔にできるよう頑張ります！

４

年

３

年

まつりだまつりだ！
ボンファイヤー

ジャンプ！
太陽に向かって

いろいろな地域のお祭りの音
楽がリズミカルにパワーアッ
プ！元気いっぱいの 2 年生が、
菊名小をお祭りムード満載にし
ます。みるみる変化していく曲
調や隊形で観ている人を飽きさ
せません。どうぞお楽しみに。

短縄を使った演技にチャレンジ
します。リズムに合わせて軽やか
に、ジャンプ！ジャンプ！
学年目標の「サンフラワー」の
ように、太陽に向かって元気いっ
ぱいに踊ります。友だちと協力し
た大技「ひまわり」にもご注目く
ださい。

５

魂の火を灯せ
エイサーに思いをのせて
沖縄の伝統芸能、エイサー。
今年の４年生は「島人ぬ宝」
にのせ、力強くかっこよく踊
ります。一糸乱れぬ踊りと、
パーランクーの大迫力の音に
ご注目ください。

年

年

かがやけ 5 年！
全力でチャレンジ！！
～団結・協力・努力・思いやり～（組体操）

６

年

燃えろソーラン
６年の意地を見せつけろ！
菊名小学校の伝統になっている

土台になる人、支える人、上

ソーラン節。小学校最後となる運

に乗る人と、いろいろな役割を

動会で「最後の最高！」をめざし

担って一つの技を作り上げま

練習に取り組んできました。全力

す。
「気をつけ」「整列」までも

で力強く踊る子どもたちをご覧く

「技」の一つととらえ、全力で

ださい。

魅せます。

☆★

個人種目（徒競走・ハードル走） ☆★

学年に応じ、一人ひとりが力を出し切り、競技に臨みます。

１

年

ゴールをめざして よういどん！

（５０ｍ走）
小学校で初めての運動会。初
めての５０ｍ走。広い校庭の真
ん中を、ゴールめざして元気い
っぱい、まっすぐに最後まで走
ります！温かいご声援をよろし
くお願いします。

４

年

２

年

ス ーパーダッシュ ○
い まだ
○
ふ○
み だせ ゴ○
ー ルめざして（５０ｍ走）

力強くたくましくなった小学
校で２回目の運動会。今年はタ
イム順で競います。最後まで全
力で、ゴールを駆け抜けること
をめあてに練習してきました。
ご声援よろしくお願いします。

３

年

ファーストカーブを元気よく！
（８０m 走）
３年生は、初めてのカーブに挑戦し
ます。体を内側にかたむけ、外側の腕
を大きく振って走る練習をしてきま
した。スタートからカーブそしてゴー
ルまで全力で走り抜けます。一人ひと
りの力強い走りをご覧ください。

５・６年

５・６年

４パワー みんなかがやけ８０M 走

疾風のごとく１００M をかけぬけろ！

リズミカルにかけぬけろ！

（８０ｍ走）

（１００ｍ走）

ハードル走（５０ｍハードル走）

４年生は、昨年に引き続いて、

５年生は初めての 100ｍ、６

５・６年生は、100m とハー

８０ｍ走に挑みます。昨年より

年生は小学校生活最後の 100

ドル走を自分で選択します。リ

大きくレベルアップしたコーナ

ｍ。カーブはなめらかに、最後

ズムやフォームが難しいハード

リングと直線を風のように走り

の直線は疾風のごとくゴールを

ル走です。練習の成果を発揮し

抜ける姿をぜひご覧ください。

目指します。温かいご声援をよ

て、華麗にハードルをまたぎこ

ご声援よろしくお願いします。

ろしくお願いします。

す姿をご覧ください。

※個人種目 １・３・５年生・・・身長順、２・４・６年生・・・タイム順で競います。

☆★2 学年合同

団体競技★☆

学年に応じて実行委員を中心に、力を出し切ることができる競技内容を考えました。

１・２年

３・４年

チェッチェッコリ 玉入れ
（玉入れ）

５・６年

みんなで協力
とびつきつなひき

勇猛果敢
ぼうしと勝利をつかみとれ！！

学校探検を通して仲よくなっ

3・４年生が協力して 10 本

５・６年合同で、赤白それぞれ

た１・2 年生。今日も 2 年生が

の綱を取り合います。３グルー

優勝のために帽子を取り合って

優しく 1 年生をリードします。

プに分かれ、３回戦の勝負に挑

いきます。全騎戦・大将戦それぞ

曲に合わせて楽しく踊ったり、

み、合計点で勝敗が決まります。

れ応援をよろしくお願いします。

玉をかごに向かって一生懸命投

3 年生と 4 年生が協力して取り

取った帽子の数で勝敗が決まり

げたりする１・２年生のかわい

組む姿にご声援をお願いしま

ます。正々堂々と戦う高学年の姿

い姿に、ご声援をお願いします。

す。

をご覧ください。

☆★
準備運動

特別種目

★☆

特別種目が運動会を一段と盛り上げます。

応援合戦

全校応援合戦
パート１・パート２

菊名小運動 第３
菊名小の 60 周年記念ソングに
合わせたオリジナルの運動です。
今年は内容をリニューアルしまし
た。より、体をほぐしたり、伸ば
したりできるようになりました。
会場の皆さんも、ぜひご一緒に運
動をしてください。

赤白ともに声を出し合い、互いに高
め合いながら、毎日の練習を重ねてき
ました。全校のみんなが一つになり、
盛り上がるような応援を目指していま
す。その努力の成果を応援合戦で出し
切ります。お楽しみに！！

マーチング
ソ ン グ

「マーチング
オブ

ライフ

Song of Life～命の輝き～
50 名の３～６年生が、今年
の夏も熱い練習をしてきまし
た。きらきら輝く命のすばらし
さを表現できるよう、精一杯演
奏します。保護者の方が製作し
た三角柱や黒い衣装にも注目し
てください。

全校競技
全力勝負だ！
大玉送り
今年も１年生から６年生ま
で力を合わせて大玉送りを行
います。赤組、白組ともに気
合いを入れて、タワーボール
のゴールを目指してがんばり
ます。さて、今年は…！？

低学年
色別対抗リレー
全力！
みんなでつなごう リングバトン！

低学年リレーでは、３年生
が１・２年生をリードしなが
ら、バトンの渡し方、もらい
方、走り方を練習してきまし
た。一人ひとりの力強い走り
と、練習で培ったチームの団
結力をご覧ください。

高学年
色別対抗リレー
最速勝負！
心をひとつに かけぬけろ
学年代表の選手たちは、中休
みの練習で、少しでもバトンを
うまくつなげられるように、
日々一生懸命頑張っています。
走り出すタイミングや声のかけ
方などを、意識してきました。
力強く、迫力ある走りに熱いご
声援をお願いします！
菊名の力、ご期待ください。

