
種目案内と見どころ

☆★ 複数学年合同演技 ★☆

ダイナミックな演技で，躍動感あふれる団体演技です。

１・２年 ３・４年 ５・６年

Let’sダンシング グレイテスト ソーラン！！ THE KOUN’s KUMITATE2018
～koun ミニオンズ～

今年の１・２年生はキラキラ 太鼓の力強い音とともに登 どんなに厳しい練習も歯をく
を手につけ，元気いっぱいに踊 場。その後は，19世紀に活躍し いしばり，仲間と助け合い，励
ります。可愛く腰を動かすとこ た興行師を描いた映画「グレイ まし合いながら乗り切ってきま
ろや，１年生と２年生で交互に テストショーマン」のテーマ曲 した。５年生は，小学校生活初
踊るところにご注目ください。 の一部を’リズムに合わせてか めての，６年生
手をヒラヒラさせながら，笑顔 っこうよく踊ります。最後は， は小学校生活最
いっぱい 伝統の「よさこいソーラン」。 後の名にふさわ
で踊る子 指先まで力強さ，たくましさを しい，感動の演
どもたち 表現した踊りは，まさ 技をお届けしま
の演技を に「グレイテスト」。 す。一人一人の
お楽しみ 子どもたちの演技をお 輝く姿をどうぞ
に！ 楽しみに。 ご覧ください。

☆★ 複数学年合同競技 ★☆

低学年を高学年が助けながら競技に臨み，力の全てを出し切ります。

２・５年 ３・６年 １・４年

おたすけつなひき 今ひくよ！ おたすけつなひき 今ひくよ！ おたすけつなひき 今ひくよ！

高学年として初めての運動会 ６年生の最大の見せ場です。 今年度からルールもペアの学
の５年生が，２年生の綱引きを 全力で３年生の元へ駆けつけ， 年もリニューアルしました！！
助けます。小さい学年の仲間を 力を結集して綱を引き，３年生 力いっぱい綱を引いている低学
助けようと一生懸命走る５年生 を助けます。３年生も６年生の 年を高学年のお兄さんお姉さん
と，あきらめずに引 力を借りて，自分の方へ綱をた がお助けに全力疾走で駆けつけ
っ張る２年生をどう ぐり寄せます。この勝負をお見 ます。まさに今いくよ 引く
ぞご覧ください。 逃しなく。 よ （ドヤサッ ）

☆★ 各学年リレー ★☆

学年に応じて一人一人が精一杯走り，バトンをつなぎます。

１ 年 ２ 年 ３ 年

つないで，バトン！ レッツゴーリレー つなげ みんなのバトン

小学校の初めての運動会，リ ２年生になり，初めてのバト ３年生は，初めてのトラック
ングバトンを使ったリレーに挑 ンを使ったリレーに挑戦しま を使ってのリレーをします。バ
戦です。「はい！」という元気 す。走る順番を自分たちで決め トンを上手に渡せるように練習
なかけ声で上手にバトンをつな ました。上手に次の人にバトン してきました。みんなのバトン
いでいきます。一生懸命走る１ を渡せるかが勝負の をつないで一生懸
年生に大きな声援を 分かれ目になります。 命走ります。大き
お願いします。 応援よろしくお願い な声援をよろしく

します。 お願いします。

４ 年 ５ 年 ６ 年

心のバトン forever Go！Go！Goねんせい ファイナルステージ

連合音楽会で学んだ団結力を， 限られた時間の中で，走る順 最後の運動会。休み時間や放
この学年リレーでも発揮できる 番を話し合ったり，バトンパス 課後，バトンパスの練習をして
よう，バトンパスの練習に取り の練習をしたりしてきました。 きました。日本
組んできました。全力で最後ま 高学年の仲間入 代表のアンダー
で走り切る４ りをし，心も体 パスにチャレン
年生45人に， も大きく成長し ジします。６年
温かい声援を た５年生の走り 生の心意気，ぜ
お願いします。 をぜひご覧くだ ひ，ご覧くださ

さい。 い。



☆★ たてわり競技 ★☆

異学年でも力を出し切ることができる競技内容を考えました。

１班VS８班 ２班VS９班 ３班VS10班

回ってとんで巻き上げろ甲運台風 二人で協力！！ 長縄とんでたくさん入れろ
二人三脚＆キャタピラ 玉入れ合戦

バンブー台風は，低・中・高 キャタピラと二人三脚の二種 玉入れ競争です。…が，ただ
の子どもたちが３人１組になっ 目を，異学年の２人で協力しな の玉入れではありません。はじ
て，協力しながら仲良く走りま がら進んでいく競技です。１年 めに，全員が長縄を跳びます。
す。低学年の子に気を配りなが 生と６年生，２年生と５年生， 次に，３～６年生は，トラック
ら走る，上級生の姿を見てくだ ３年生と４年生のデコボココン を半周走ります。これらの課題
さい。サイコロの目の数で折り ビでいかに気持ちを合わせて進 をクリアしないと，玉入れに参
返すコーンもか められるかが勝敗のポイントで 加できません！！早く課題をク
わります。運も す。気持ちが1 リアし，たくさん
味方に，どちら つになって， の玉を入れること
のチームが先に 先にゴールで ができるのはどち
ゴールするでし きるのはどち らのチームでしょ
ょうか。 らでしょうか。 うか？！

４班VS６班 ５班VS７班 全 校

くじを引いて人をさがせ いざ決戦 物取物語 心を一つに！送れ！大玉！！

２人１組で大きなパンツをは 赤白両チーム，中央にある竹 全校児童が並んだ上を，大玉
いて走り，箱の中からボールを やタイヤを取り合うために全力 が転がります。落ちないように，
取り出します。取り出したボー で戦います。３回戦を行い，得 たてわり班長さんが大玉を支え
ルの色によって，会場にいる人 点が高い方が勝利となります。 ます。これで勝負が決まるかも
を探し出してくる競技です。会 勝利のために両チーム作戦を立 しれません。さ

場のお父さん，お母 てました。さあ， あ，赤か白か，
さんの協力が勝利の どんなチームワ 最後の戦い。ぜ
鍵です！大きな声援 ークが見られる ひ，大きな声援
と協力をよろしくお でしょうか。 をお願いしま
願いします。 す。

☆★ 特別種目 ★☆

特別種目が運動会を一段と盛り上げます。
全 校 来入児

はじめの体操 ジュンビック３ まってるよ！たからひろい

今年度も一番最初の種目は 来年甲運小学校に入学するお
「ジュンビック３」です。名曲 友だちによる宝ひろいです。１
「オブラディオブ 年生が心をこめてつくった袋の
ラダ」のリズムに 中にはどんなお宝が入っている
合わせて，体をほ のでしょうか。とて
ぐしていきます。 も楽しみですね。さ
みなさんもご一緒 あ，お宝めがけて，
にどうぞ。 ヨーイ・ドン！！

各学年代表 全 校
～お知らせ～

赤白対抗リレー おわりの体操 甲運ストレッチ ・昨年度まで続けてきた２年生
と地域のお年寄りの方々との

各学年の代表としてのプライ 最後を締めくくるのは，甲運 「地域交流種目」は，当日の
ドを練習から常に持ってがんば 小伝統の「甲運ストレッチ」で 暑さを考慮して，今年度は見
ってきました。堂々とした入場 す。１日の体の疲れをゆっくり 送ることになりました。ご了

の姿，ハンパな とほぐしていきま 承ください。
いバトンパス， す。「甲運ストレ ・今年度の運動会では，児童の
そして全力疾 ッチ」で，ご 体力面を考慮して，時間の短
走！熱い声援を 一緒に体の疲れを 縮を目指しています。そのた
お願いします。 癒やしてくださ め，各学年のリレーがひとま

い。 とまりになっています。


