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３学期の外遊びでは、単縄を使って遊ぶことを呼

びかけています。寒い朝も、子どもたちは運動場に

出て縄跳びをしていましたが、技のレパートリーが

増えないことや、今ひとつやる気が出ない様子が気

になっていました。そこで、今週から『ジャンピン

グボード』を取り入れてみました。２枚のコンパネ

を角材で支えた簡易な体育道具ですが、地面で跳ぶ

より高くジャンプができるものです。４台作って、

職員室前に置くと、あっという間に子どもたちが使

い始めました。順番に並んで、次々と練習します。

最初はジャンプするだけでも楽しかった１年生も

今では、いろいろな跳び方に挑戦しています。二重

跳びがで

す。中休みや昼休みも楽しく練習しています

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日の４時間目に、不審者避難訓練をしました。裏

の駐車場に不審者が現れたという想定での訓練です。

緊急放送で全校が講堂へ避難しましたが、静かに、素

早く行動することができました。一頃に比べ、不審者

の情報も少なくその危険を忘れがちですが、決して事

案がなくなったわけではありません。昨年日田で実際

にあった事案の話をし、いざという時の行動について

再確認しました。また、

見せ、学校においては、みんなを守る道具があること

や先生たちが必ず守ることを伝えました。不審者事案

の多くはやはり下校時に起きているそうです。家庭で

も声かけをお願いします。学校でも『いかのおすし』

の合い言葉等で注意喚起をしていきます。
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