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よろしくお願いします！
新しく赴任された先生方です
本番をお楽しみに・・・！
10月も中旬を過ぎ，朝夕の涼しい風に秋の気配も感じら
れるようになりました。日中の暑さはまだまだ厳しいもの
がありますが，庭の彼岸花はしっかりと季節を知らせてく
ています。保護者や地域の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて，今学校では，運動会に向けての準備や練習に全児童，全園児，
そして全職員が一丸となって取り組んでいるところです。今年は，前号
でもお知らせした通り，
「世界一のパフォーマンス! 最後まで 心を一つに

おなが

よしの

☆翁長 愛乃先生(学習支援員)
はじめまして。９月から学習支援員と
して，主に３年生と６年生の皆さんと算
数の学習をしています翁長愛乃です。
私は，勉強大好き，歌とダンスも大好きです。子ども
たちにも問題を解く楽しさを味わってもらい，もっと
もっと勉強が好きになれるように日々がんばります。
どうぞよろしくお願いします。

ファイト一発!!」
いげい

かずね

☆伊藝 和音先生(2年1組担任)
のスローガンの下，各学年の趣向を凝らした演技に取り組んでいます。
運動会は，「日頃の学習の成果を発表する場である」ことを全職員で
確認し，１学期から体育の授業や学校生活の中で学習してきた集団行動
や行進等を中心に，それらをアレンジしたり音楽や表現活動と組み合わ
せたり，構成を工夫したりしながら演技として組み立ててきました。
運動場から教室に戻ってくる子どもたちは，汗をいっぱいかきながら
も「今日はかけっこがんばったよ」
，「なわとび，○○回とべたよ」，「転ん
じゃったぁ」などと成功も失敗も楽しそうに話してくれます。お宅でも
いろいろお話を聴いてあげて下さい。本当に本番が楽しみです。

１０月より，２年１組の担任に
なりました伊藝和音です。
初めての担任でわからないこともあり
ますが子どもたちに助けられながら宜野
湾小学校で素敵な毎日を過ごしています。
３月まで一生懸命頑張ります
ので，よろしくお願いします。
力強いお父さん方の仕事っぷり ～第２回 ＰＴＡ美化作業～

平 成29年度運 動会

【全体スローガン】
世界一のパフォーマンス! 最後まで 心を一つにファイト一発!!

閉会式

開会式

１．日 時 10月22日(日) 8:50～14:50（入場開始 8:50）
２．場 所 宜野湾小学校運動場
※天候不良の際は10月29日に延期
３．プログラム
１ 開会のことば
１ 成績発表
２ 校歌斉唱・校旗掲揚
２ 賞品授与
３ 学校長あいさつ
３ ＰＴＡ会長あいさつ
４ 児童代表あいさつ
４ 閉会のことば
５ 誓いの言葉並びに運動会の歌
No 年
演 技 名
演技のみどころ
開 会 式
これから運動会が始まります。心を一つに頑張ります！
1 全 準備体操（ラジオ体操第１） 指先までピーンと伸びていると気持ちいいですね
2 ２ おりかえしで ゴー!!
かけっこからリレーへ！心を一つにバトンをつなぎます
3 １ 玉入れ トライ エブリシング 勝っても負けても楽しい玉入れ。勝負後の曲にもご注目！
4 幼 ぼくらは小さな海賊だ！
かわいい海賊になりきって元気いっぱい踊ります。
5 幼 かけっこ(終了後，幼稚園賞品授与) かけっこが大好きな幼稚園児。最後までがんばるぞ！
6 ３ ファーストリレー ギノワンズ!! 初めてのﾘﾚｰ。上手にﾊﾞﾄﾝﾝをつなげられるでしょうか
7 ２ ウーマク ハリケーン
３人で息を合わせて!! 踊って跳んで走ります。
8 １ かけっこ ゴーゴー
どの子も最後まで一生懸命走ります。それ行け１年生！
9 ４ レッツ･エンジョイ･チームワーク 軽やかなﾀｽｷのﾊﾟｽにご注目！4年生の元気があふれています
10 ３ ポンポンダンス☆ みんなでジャンプ 各学級の大縄跳び。何人続けて跳べるか…。乞うご期待！
11 全 応援合戦 代表リレー
赤白の気合いの入った応援と駆け抜ける代表リレーの力強さ！
昼
食
運動会といえばやはりこれ。エネルギー満タンで後半も頑張ろう！
12 56 わかせ！ ダイナミック琉球！！ 太鼓を打ち鳴らし，琉球の風に雄大に舞う２４５名！
13 Ｐ 鬼ごっこ玉入れ
逃げ回るカゴにどれだけ玉を入れられるか，勝負です！
14 ４ ＳＢＰＲ (スーパーバトンパス･ラン) ＫＭＹＴ,あっ,失礼｡これぞ まさに よねんの ちから！
15 ５ チバリヨー！ 学級対抗リレー スムーズなバトンパスとチームワークに乞うご期待！
16 ６ 輝け！ ラストラン！！
スピードにのったバトンパス！ 全力でかけぬける６年！
17 全 整理体操（リズム体操）
体育委員考案の振り付けをみんなで楽しく踊ります
閉 会 式
運動会のしめくくりです。最後まで頑張ります！
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1日(日)午前9時から今年２回目
のＰＴＡ美化作業が行われました。
今回は，10月22日(日)の運動会に
向けて，運動場や校舎周辺の草刈
りや枝打ち作業を行いました。
今回もたくさんの会員の皆様や子どもたちの参加によ
り，夏の間に伸び放題になっていた草木が一掃され，校
内が見違えるようにきれいになりました。これで運動会
の演技や応援も更に盛り上がりことでしょう。
作業当日は，最高気温は31度の真夏日となりましたが，
時折吹いてくる爽やかな風に心地よさも感じられ，気持
ちよく作業ができました。ご参加いただきました会員の
皆様，そして子どもたちに感謝します。今回は，約170
名(延べ人数)の会員と約200名の子どもたちが参加して
くださいました。特にお父さん方の参加が多かったよう
で，いつも以上に捗ったと思います。今回は作業の後の
お楽しみに，PTA環境整備部の皆さんが「かき氷」を準
備して下さり，心地よく汗が引いていくようでした。
３回目は，3月4日(日)の予定です。卒業式や修了式な
ど，子どもたちにとっても学校にとっても締め
括りの時期となります。気持ちよく年度末・新
年度を迎えられるよう是非またご協力下さい。

金城瑞輝さん，市代表で中頭大会へ

11日，市Ｐ連主催の宜野湾市童話・お話大会
が市内の５会場で行われました。宜野湾小学校
では，低学年男子の部が開催され，本校代表の
金城瑞輝さんが見事に最優秀賞を獲得し，市代
表として，11月8日に西原町で行われる中頭地区大会に出
場します。瑞輝さんは２年連続の市代表となります。
1 1 日 ，６ 年 生 の
低学年女子代表の喜納ひなたさん，高学年男子代表の
安全に下校を！ 一日パトロール隊長
伊禮徳赳さんが宜
渡慶次彩人さん，高学年女子代表
野湾警察署の１日パトロール隊長に任命され，下校
の沢田乃愛さんも練習の成果を発
時間帯の地域をパトカーでパトロールしました。
揮して頑張って発表してくれまし
徳赳さんは，パトカーのマイクを通して，「イカ
た。来年もたくさんの皆さんに挑
のおすしや交通ルールを守り安全に下校しましょう」と呼びかけました。
戦してもらいたいと思います。

登録をお願いします
①8923006@jin2.jp へ空メールを送る
②登録依頼メールが届くので指示に従って入力･登録
※または右のＱＲコードから登録サイトで入力･登録

☆『宜野湾小学校ホームページ』では各種たよりをカラーでご覧いただけます
①【http://ginowan-e.ginowan-okn.ed.jp/】
②【宜野湾市ホームページ】→【暮らしの情報】→
→【学校教育】→【小学校･中学校】→『宜野湾小学校』
③または，右のＱＲコードからどうぞ。

