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冬休みも特訓を重ね？昨日

中学年は４・５年教

いざ対戦！悔し涙あり、大喜びあり、爆笑あり？！

たくさんのがんばりに感動しました。
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低学年は「いろは

る２年生は、ことわざそのものをしっかり覚えようと

していましたが、

かなりヒントになっていました。

ダイビングキャッチをする姿もあり、正に熱戦とい

った感じでした。負けて涙する友だちの背中をな

でてあげたり、

じゃないんよ。ちょっとでも多く取

よ。」と声をかけたり・・・・。かるたの枚数以上の

のをしっかりと獲得していることがうれしかったで

す。「校長先生、私ね、かるたとりが好きになった

よ。」と話してくれた１年生の

た。 

中学年は、

「冬」をがんばって覚えてました。だいたいの予想

で思い切って手を伸ばす子と、最後まで聞いて慎

重に手を伸ばす子と、個性のぶつかり合いでもあ

りました。「練習の時より調子がよくなかった」と残

念がる子どももいましたが、終わってみればみん

ないい表情でした。「俳句かるた面白そう。」という

低学年もいて、来年のよいお手本にも

です。 
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縄跳びをしました。高学年や班の先生が回す輪の中に

一人ずつ入ったり、一気に入ったり。全員が一列に並

んで何回跳べるかを数える班もありました。八の字跳

びでは、自然と一年生の手を取って入る高学年の姿が

あり、ほのぼのとしました。スケートにはかなわない
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を燃やし合う？静かな対戦もあれば、チーム戦を

意識してか、「ごめん」と言い合う対戦もありまし

た。いずれの対戦も自分のことだけでなく、チー

ム（班）のことを気遣う様子があり、流石

だなあと感心しました。
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死です。よく通る声で、風情タップリに？読んでい
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