
 

 

 

 

 

 全校児童を４班に分けて、清掃や

どの様々な活動をいっしょにする縦割り班

がスタートしました。

この活動のねらいは３つです。
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し方を学んだり、仲良くなったりする
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「困っている人に声をかけ、この班を引っ張って

いきたいです。」と、

割り班という新たな集団

することで、

には我慢したりする

いですね。

ています。

出発式の中では、

の発表もありました。よく見知った顔でも、改ま

ってペアになると新鮮な

いる顔がかわいらしかったです。

早速清掃がありましたが、

生を優しく指導する姿が見られ
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   昼休みの残り３分間は、パワーアップマラソ

ンの時間です。

   昨日

お知らせで運動場に集まった子どもたちと、教

職員が音楽に後押しされるように一斉に走り

始めます。給食後であるにもかかわらず、子ど

もたちの元気なこと。どんどん周回数を増やす

姿に驚かされました。

  この活動は、体力向上の一助として一昨年度

から始めた

どもたちの課題であった持久力がかなり伸び

たそうです。

さらなるアップを目指します。

またこの他にも、

発力や握力、

や外遊びの奨励を計画しています。本来体を動

かすことが大好きな子どもたちです。その気持

ちを引き出し、進んで体力作りに取り組めるよ

うに働きかけていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２回目の今日、一番張り切っていたのは長野

先生でした。半袖半パンに着替え、勢いよくス

タートしていきました。高学年の子どもたちも

新たなライバル出現が刺激になったのか、みん

な必死に走っていました。

すぐ前の中学生が懐かしそうに眺めている様

子も、“八幡ならでは”

になりました。
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