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 今年度の運動会は、真夏日での実施となりました。

児童には昼食後に教室でのクールダウンを行うなど、

熱中症の予防に努めましたが、それに伴う昼食時間の短縮など、急な対応にもご理解、ご協力いた

だき、無事終えることができました。本当にありがとうございました。 

 さて、来年度の運動会の実施に向けては、本年度の反省を踏まえ、また、今後の児童数の減少や

昨今の気象状況の変動等を鑑み、議論を進めてまいりました。まず、児童数については減少傾向に

あり、１学級で編制する学年が生まれる可能性があります。次に、熱中症の予防については、今年

に限らず、真夏日での実施になることも想定され、引き続き対策が必要であると考えております。 

 そこで、以下のように、令和２年度の運動会プログラム（進行予測）を作成し、練習段階から、

２学年合同の指導体制で安全に効率よく取組み、時間短縮に努めたいと考えております。終了時刻

は、通常、４時間目終了後に帰宅する時間に合わせ、そのためにＰＴＡ種目等はなくしましたが、

これまで児童が出場していた学年種目はそのまま確保しております。また、２学年合同による団体

演技・競技については、学年差を埋める工夫は必要ですが、練習段階から異年齢で取り組む良さや

人数が増えることによる迫力と演出効果が期待できるものと考えております。 

時代に合った効率的な運営を考える時期にも差し掛かっており、「運動に親しむ態度の育成」や

「責任感や連帯感の涵養」を目的とする運動会のあり方から逸脱することなく実施してまいりたい

と考えております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

Ⅰ 児童入場（8:45～8:52）→ 開会式（8:52～9:07） 

１．開会のことば 

２．国歌斉唱 

３．校歌斉唱 

４．学校長のことば 

５．ＰＴＡ会長のことば 

６．メッセージ紹介 

７．児童代表のことば 

８．優勝旗・準優勝盾の返還 

９．児童誓いのことば 

Ⅱ 演 技 

No 演  技  名 学年 種目 開始 終了 
所要

時間 

１ 住北体操 全学年 ― ９：０７ ９：１３ ６分 

２ ４年 リレー 4年 リレー ９：１５ ９：３０ １４分 

３ 低（１・２年） 団演 低 団演 ９：３２ ９：４３ １０分 

４ 高（５・６年） 団競 高 団競 ９：４５ ９：５９ １３分 

５ 中（３・４年） 団競 中 団競 １０：０１ １０：１４ １３分 

６ 低（１・２年） 個人走 低 個人走 １０：１６ １０：３０ １４分 

７ ５年 リレー 5年 リレー １０：３２ １０：４３ １１分 

８ 得点発表 応援合戦 ― ― １０：４５ １０：５７ １２分 

９ 中（３・４年） 団演 中 団演 １０：５９ １１：０７ ８分 

１０ ６年 リレー 6年 リレー １１：０９ １１：１９ １０分 

１１ 低（１・２年） 団競 低 団競 １１：２１ １１：３１ １０分 

１２ ３年 リレー 3年 リレー １１：３３ １１：４１ ８分 

１３ 高（５・６年） 団演 高 団演 １１：４３ １２：０６ ２３分 

１４ 整理体操 全学年 ― １２：０８ １２：１０ ２分 



Ⅲ 閉会式（12:10～12:22）→児童退場→児童（椅子）移動 →終わりの会（12:24～12:35） 

１．得点発表 

２．優勝旗・準優勝盾の授与 

３．参加賞の授与 

４．学校長の講評 

５．閉会のことば 

 

興味関心や可能性を引き出すきっかけとして、様々なコンクール

やコンテストにチャレンジする住北っこ。優秀な成績を収めた児童

を紹介します。改めて、子どもたちの可能性の高さに感心しております。 

大東市図書館を使った調べる学習コンクール 

【図書館特別賞】 ３年２組 岡本 陽 さん  「狂言の大研究」 

【図書館特別賞】 ４年１組 横田 悠晟 さん 「鷹について」 

【優 良 賞】   ４年２組 森岡 千尋 さん 「ピアノはどういうふうに作られているの？」 

 

明るい選挙啓発ポスターコンクール 

【特 選】 ５年２組 川西 菜月 さん 

【特 選】 ５年２組 榊原 悠太 さん 

【入 選】 ５年１組 髙永 晃広 さん 

 ウィズガス全国親子クッキングコンテスト 

【佳 作 賞】 ５年１組 髙永 晃広 さん 

 

国際平和ポスターコンテスト 

【優 秀 賞】 ６年１組 岡本 柚夏 さん 

【大東ライオンズクラブ会長賞】 ６年２組 荒武 春乃 さん 

【奨 励 賞】 ６年１組 新山 莉乃亜 さん 

【奨 励 賞】 ６年２組 大岡 美帆 さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書ノート ２０１９年度 前期達成者 

１年生 石井 隆太 さん 岡田 陽笑 さん 岡本 杏 さん 川上 輝 さん  

川口 万緒 さん 菊地 理菜 さん 瀨川 拓人 さん 花田 琴葉 さん 

花之内 理仁 さん 浜辺 咲希 さん 引地 美波 さん 平野 更紗 さん 

 ２年生 武田 悠希 さん 

 ３年生 原田 星香 さん 

 ４年生 岡嶋 桜子 さん 松本 咲和 さん 

 ６年生 大牧 美月さん 木下 瑠奈さん 河野 真理奈さん 三田村 寧々さん 

本校では、大阪読書推進会オリジナルの「読書ノート」に応募し、取組みを始めて４年目となります

が、読んだ本を記録することを励みに、読書意欲を高めている子どもがいます。 

読書ノートは、担任の先生が本を読み終えたことを確認してノートにスタンプを押し、１～４年生は、

１００冊達成で「朝日新聞デジタル」に氏名が掲載され、５～６年生は、５０冊達成で「朝日新聞」と

「朝日新聞デジタル」に名前が掲載されるという仕組みになっています。上記の前期達成者については、

１２月３日（火）に「朝日新聞デジタル」及び「朝日新聞」にそれぞれ掲載されました。 


