
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

【学校教育目標】 
○やさしく  （徳） 

○かしこく  （知） 

○たくましく （体）  

 
令和４年１０月２７日  

第２４号 学校経営方針 「明るく 元気に 爽やかに すべての対応を親身になって丁寧に」 

【南っ子・冬休みの合言葉『かがみもち』】 
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 天晴れ！さすが南小・高学年リーダー ５・６年生!!『坂戸市連合運動会・通信陸上記録会』  

【坂戸市小学校体育連盟主催】 『坂戸市連合運動会・通信陸上記録会』 １ ０ 月１ ３ 日（木）  

毎年、坂戸市小学校体育連盟の主催で開催されている坂戸市小学校連合運動会。その歴史も 

長く、市内全小学校の５・６年生が、２つの会場に分かれて集い、陸上競技大会を実施してきました。 

しかし、一昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止。昨年度から感染拡大状 

況を鑑みながら、各学校とも自校を会場とし、６年生のみを対象（５年生の参加は学校裁量）に、通 

信陸上競技会の形式で市内小学校一斉に競技種目ごとの記録会を行うこととなりました。 

本校では、１０月１３日（木）が本番。６年生に加え５年生も参加し、さらに今年は、保護者の参観も 

ありで実施しました。限られた時間の中でしたが、種目選手決めや練習日程を組み、５・６年生は一生 

懸命に練習に励んでいました。本番当日、前日の雨でグランド状態も懸念されましたが、職員全員で 

グランド整備をしたかいもあって無事に大会を実施。天候は、曇りで気温も丁度よく陸上競技において 

は最高のコンディション。開会式では、南小のスクールカラーのスカイブルーの学校 T シャツで統一した 

６年生と５年生の白い体育着の２色のコントラストの雄姿は、とても眩しく、そして凛々しく感じました。 

【より速く！ より高く！ より遠くへ！】  種目は、「１００М走」、「６０Мハードル走」、「走り幅跳び」、 

「走り高跳び」、「ボール投げ」、「８００М走（女子）」、「１０００М走（男子）」、「４００Мリレー」、「４００М選 

抜リレー」。５・６年生たちは、各自の種目で自分の限界に挑戦し、自己の記録の向上を目指して一生懸 

命に競技に臨みました。そして、競技の間中、絶えず互いに仲間を応援し、認め、励まし合う姿、たくさんの 

保護者の皆様の温かな眼差しと大きな拍手。選手たちの緊張感をときほぐすとともに最後まで頑張り、挑 

戦した自分自身に、成就感や達成感を心に刻むことができました。「三方よし」という言葉がありますが、  

「競技に参加するマナー・態度よし」、「自己ベストを目指し真剣に挑戦する姿よし」、「仲間  

を、認め・励まし・称え合う団結力よし」。心晴れやかに、爽やかで 立派な南小・上級生 

リーダーの雄姿を、この陸上記録会でも見ることができました。天晴
あ っ ぱ

れ！５・６年生!! 

【各種目における第１位の選手の記録】 

❏ ８００Ｍ走  3分 00秒 03  ❏ １０００Ｍ走  3分 40秒 08 

❏ ４００Ｍリレー  男子 1分 4秒 04   女子 1分 11秒 40 

❏ ４００Ｍ選抜リレー  男子 58秒 86   女子 1分 6秒 05 

❏ ６０Ｍハードル走  男子 11秒 15  女子 13秒 

❏ １００М走  男子 13秒 62  女子 16秒 23 

❏ 走り幅跳び  男子 360cm   女子 360cm 

❏ 走り高跳び  男子 120cm   女子 110cm 

❏ ボール投げ  男子 26.21ｍ  女子 18.49m 

立派な南小リーダーとして５・６年生が活躍できるのも、絶えず支えてくださっているご家庭や地域の皆様のお陰です。 

また、今年度は本校の歴史で初めて、千代田中学校の校長先生をはじめとする先生方や生徒の皆さんが大勢、事前練

習の指導のために来校してくださいました。改めてご支援いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。今回も他の行事と

同様に、５・６年生のスナップ写真を希望で購入できるようにしました。 詳細につきましては、後日ご案内いたします。 



   

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【広がる小中連携！『千代田中学校・陸上競技指導』】
小中連携の取組が確実に広がっていま 

す。今回は、千代田中学校の陸上部・野球 

部の顧問の先生方と生徒の皆さんが、本 

校の通信陸上記録会の練習のために来校 

し、５・６年生に各競技の記録を伸ばすため 

のポイントを分かりやすく、実演を交えなが 

ら丁寧に指導してくださいました。児童たち 

は、中学生を羨望の眼差しで真剣に指導 

を受け、大いに刺激を受けながら本番に向 

けての気持ちを高めていました。千代田中 

学校の ❏ ❏ 校長先生をはじめ先生方、 

中学生の皆さん、有難うございました！ 

  

敬老の日、９０歳代の陸上男子チームがマスター

ズ陸上競技大会９０歳クラスで、１６００Ｍリレー

（４００Ｍ×４人）を９分２３秒２９で世界新記録

を樹立。偉業に敬服。/「走る・跳ぶ・投げる」。陸

上の歴史は古代ギリシャに遡る。人間の力の限界へ

の挑戦。見る者にも大きな感動を与える。本校でも

３年ぶりに保護者に見守られ、自らの力の限界に果

敢に挑んだ５・６年生の雄姿が。  

。アテネ五輪でマラソンの金メダリスト・野口

みずき選手の言葉。人生訓に通じるものを感じる。

 

【11月の生活目標】 健康な体をつくろう 

１日(火)  お話朝会，いじめ撲滅強化月間 開始 

２日(水)  くすのき・さくら 校外学習（川越方面） 

緊急地震速報シェイクアウト訓練 

４日(金)  月曜日課６時間，教育相談日 

        ４年 「パラリンピック選手による講演会」 

６日(日)  資源回収「南小の日」 

７日(月)  家庭学習チャレンジ週間 開始 

８日(火)  業間マラソン練習 開始 

９日(水)  なかよしタイム，ＰＴＡ本部役員会 

１０日(木)  クラブ  

１４日(月)  県民の日，学校閉庁日  

１８日(金)  短縮日課 ４時間 

学び合い研修会（２－２ ５時間授業） 

２４日(木)  音楽朝会 

２５日(金)  短縮日課 ４時間     

２６日(土)  持久走大会 ，５時間授業，弁当持参 

２８日(月)  振替休業日 

２９日(火)  お話朝会 

３０日(水)  ３年 社会科見学（明治製菓・弓削田醤油） 

※ 詳細は、学年だより等でご確認ください。 

【学校ホームページ】 「南の一日」など、学校情報を随時

更新しています。 新設として「学力向上ワークシー

ト」コーナーも設置しました。是非、ご活用ください。 

 

１年生「たのしかったよ！こうがいがくしゅう』  
《埼玉県こども動物自然公園》 ９月３０日（金） 

雲一つない秋晴れの中、１年生は、バ 

スに乗って「こども動物自然公園」に 

行ってきました。校外でのグループ活動は 

初めてのことです。みんな計画のときから、 

わくわくしながら協力して準備をしていました。 

午前は、ペンギンヒルズ周辺のオリエ 

ンテーリングです。ペンギンが水の中を気 

持ちよさそうに泳ぐ姿に「かわいい！」と思  

わず手を伸ばしていました。どのグループも 

友達を思いやって行動する姿に感心しまし 

た。お昼はピクニック広場に移動して、ご 

家庭の愛情いっぱいのお弁当に笑顔いっ 

ぱいでした。午後は、２回目のオリエンテ 

ーリングです。カンガルー、ワラビー、カピ 

バラ等、それぞれのめあての動物をよく観 

察して、コアラの前で記念撮影。最後に、 

キリンやポニーが草を食べる様子をクラス 

全員で並んで見学してきました。 

めあて「みんなと安全に仲良く過ごそ 

う。」、「自然や動物とも仲良くしよう。」 

に向かって、実行委員中心にみんなが協 

力して行動し、多くの発見と成長を感じる 

とても充実した校外学習になりました。 

保護者の皆様には、子供たちの健康管 

理や事前の準備等、有難うございました。 

（文：吉澤 由美子 第１学年主任） 

【大学等連携】現場体験実習 

本校では「地の利」を活かし、女子栄養大学等と

様々な連携を行っています。今年度は、坂戸市スチュ

ーデント・インターンシップの９名に加え、長期体験

実習で４名、教育実習を終えた学生や来年度実習予

定の３名のボランティア学生の計１６名が、子供た

ちとふれ合いを大切にしながら実習を行っています。 

１１月には、坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校の

学生２名も実習に参加し、子供たちと関わります。 


