
 

 

 

 

 近年の子どもの体力・運動能力は、低下傾向

あると言われています。これは生活様式の変化な

どにより、子どもの生活全体の中で歩いたり、外

で遊んだりするなどの身体運動が減少したこと

に起因していると考えられます。体力は、人間の

活動の源であり、健康の維持のほか意欲や気力と

いった精神面の充実に大きくかかわっており、豊

かな人間性や自ら学び自ら考える力といった「生

きる力」の重要な要素になるものです。

このことから、体力を高めるための有効な対策

を考えていくことが急がれますが、

は、多様な運動を計画的・継続的に行わせ、子ど

もたちに体を動かすことの楽しさや喜び

わせる経験を通した体力つくりこそがふさわし

いと考えます。

既に、八幡小では、先日紹介したように、パワ

ーアップマラソンに取り組んでいますが、その他

の取組や体育の授業自体の改善について研修を

行いました。

北山田小学校の得丸伸行校長先生を招き、具体

的で効率的な取組について

ました。「目から鱗」の内容も多く、大変刺激を

受けました。

早速、今日から取り組んでいる学級もあり

す。・・・・・お家で
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前日の雨が嘘のように晴れ渡った青空の下、

予定通り、おむかえ遠足ができました。

 出発式の中では、３つのお願いをしました。

交通安全に気をつ

けること、一年生の名

前を全員覚えること、

先生方の名前も全員覚

えること。

会が考えたゲームで楽しみました。

① 

残念ながら全問正解はいませんでした。

八幡小学校が創立

単には全問正解にならない

ちの工夫に

② 

ペア

接戦で盛り上がりました。高学年と低学年がボ

ールを落とさないように協力している姿が微

笑ましかったです。優勝は１班でした。

③ 

 ペアでじゃんけんし、

刺を交換するゲームです。スタートすると

にじゃんけんと自己紹介の声が響き渡り、

があふれました。

生の

         

思いに

きに比べ帰りは足取りが重かったですが、

と大満足の一日になったことでしょう。

終わりの会の確かめでは、

度の達成でした。一日も早く全員が仲良くなれ

るように、「まずは名前」を心がけてほしいで

すね。

早朝からのお弁当作りありがとうございました。
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