
教育目標 おもいやり おちつき まっすぐ がんばる子 ほこりをもって みんなで進む

令和４年５月２７日（金） 運動会特集号 発行責任者 校長 工藤 雅人

大曲小学校運動会（二部制 ～低学年の部・高学年の部～） 令和４年６月４日（土）

荒天時の対応について
花火の打ち上げはありません。実施の可否を６：30に【ツイタもんメール】

にて、各ご家庭へお知らせします。荒天の場合は、下記の通り順延とします。

４日（土） ５日（日） ６日（月） ７日（火）

6月4日（土）実施 運動会 休日 振替休業日
通常登校

（お弁当持参）

６月５日（日）実施 休日 運動会 振替休業日
通常登校

（お弁当持参）

６月６日（月）実施 休日 休日 運動会
通常登校

（お弁当持参）

６月７日（火）実施 休日 休日
通常登校

運動会
（お弁当持参）

＜ ご案内 ＞

ようやく温かな季節となり、大曲小の子どもたちも校舎やグラウンドで元気に遊ぶ姿を見ることができ

るようになってきました。

運動会は、こうした子どもたちが元気に体を動かすことで、運動に親しむことや体力の向上を促進す

るとともに、友だちと協力して活動し、喜びを分かち合うという連帯感を高めることを目的としています。

保護者の皆様には、御自分のお子さんの活躍はもとより、大曲小の子どもたちが活躍する姿をご覧

いただき、すべての子どもたちへの応援をよろしくお願いします。

また、コロナが収束しない中、ポストコロナの時代に相応しい運動会となるよう工夫して実施しますの

で、今回提示している事柄について、御理解と御協力を重ねてよろしくお願いします。

校長 工藤 雅人

＜ 児童会長 あいさつ ＞

今年のテーマは「THE BEST SMILE ～心を一つに～」です。１年生にと

っては、初めての運動会です。6年生が大曲ソーランを教えているときには、むずかしい場面もやりとげ

て、おどりがとても上手になりました。最後の運動会となる６年生は、大曲ソーランをそろえておどれるよう

にたくさん練習しました。全校のみんなも今日まで、大曲ソーランは「そろえて」、団体種目は「助け合い」、

心を一つにがんばってきました。保護者のみなさん、私たちは練習の成果を発揮し、がんばります。みなさ

んの応援があれば、もっとがんばれます。ぜひ、大きな拍手で応援をよろしくお願いします。

児童会長 ○○ ○○



観覧・観覧場所・高学年の部 入場について

■保護者の方の観覧は、各ご家庭２名まで。（就学前のお子様については、この限りではありません。

小さなお子様は、保護者の方のそばでご覧いただきますようにお願いします。）

観覧場所の抽選や前日の場所取りなどは、行いません。

・一箇所に留まって観覧するスタイルではなく、譲りあいながら、

お子さんが競技の時は前へ、競技がない時は後ろへと少し動きながらご覧いただきます。

競技の観覧は、動きやすいよう「立ち見」でお願いいたします。

お子さんの競技ではない時間帯に、ご持参いただいた椅子でお休みになる場合は、後方にてお願い

します。

・互いのちょっとした気遣いにより、隣の方との距離を保ちながら観覧いただきますよう

お願いいたします。

■低学年の部から高学年の部への保護者の方の入れ替わりについては、スムーズに行いたいと

考えております。ご協力をお願いいたします。

＜低学年の部でお帰りになる場合＞ → 校舎側アスファルトから校門への道路を帰路とします。

＜高学年の部のみ観覧する場合＞ → フェンス外の ★高学年の部 入場待機場所★ でお待ち

いただき、低学年の部が終了してから、グラウンドへの入場

とさせていただきます。

高学年の部 ★高学年の部 入場待機場所★

入場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 至 のぞみ橋 →

フェンス
( 校 門 )

帰路

帰路

帰路 帰路 帰路 帰路

校舎 体育館



トイレについて

◯体育館トイレをお使いください。

スリッパを用意します。校内へは、体育館玄関（校舎と体育館の間の玄関）

よりお入りください。

〇手指消毒用アルコールを用意します。

◯校舎内への立ち入りは、トイレを使用する時のみとさせていただきます。

学校からのお願い

運動会当日 時程
6:30 実施の可否について【ツイタもんメール】配信

8:00～8:15 低学年児童登校 ※児童は椅子を外へは出さず、待機用テントを使います。

５・６年の係児童登校 ※係によって登校時刻が異なります。

8:30～ 低学年の部 開始

10:00～10:15 高学年児童登校

10:10 低学年の部 終了 ※下校 10:15

低学年の部
保護者（観覧の方）の入れ替え ※

終了後

10:30 高学年の部 開始

12:10 高学年の部 終了 ※下校 12:15

様々な制約の中でも精一杯がんばる子どもたちに、ぜひ たくさんの温かな拍手をおくって
いただきたいと思います。みなさんで、子どもたちのがんばりにエールをお願いします！

（１） 校地内禁煙です。 ゴミの持ち帰りにもご協力願います。

（２） 運動会は、学習の一環です。保護者の皆さんが児童待機場所に入ることはできません。

また、写真やビデオの撮影のためにグラウンド内に立ち入ることもご遠慮いただきます。

周りの方の迷惑とならないよう、撮影をお願いします。

（３） アレルギーの方もおります。ペットのグラウンドへの連れ込みは、ご遠慮ください。

駐車場について 校門前と裏口（大谷むつみ子ども園側）には専門の警備の方がおります。

自家用車での来校は、お控えください。

駐車スペースを確保するための充分な敷地がありません。ご理解願います。

車椅子の利用等により、駐車スペースが必要な場合は、学校へご連絡ください。

「駐車許可証」を発行します。



会場図・プログラム
＜道路側＞

＜校舎・体育館側＞

【低学年の部】 8:30 ～ 10:10 【高学年の部】 10:30 ～ 12:10
順 学年 種目 S G 順 学年 種目 S G

１ １２３年全 開会宣言 フィールド １ ４５６年全 開会宣言 フィールド

２ 123年全 応援合戦 フィールド ２ ４５６年全 応援合戦 フィールド

３ 1２3年全 大曲ソーラン2022 フィールド ３ ４５６年全 大曲ソーラン2022 フィールド

４ ３年個人 徒競走（5０M） S3 G1 ４ ４年個人 徒競走（5０M） S3 G1

５ 2年個人 徒競走（5０M） S3 G1 ５ ５年個人 徒競走（5０M） S3 G1

６ 1年個人 徒競走（5０M） S3 G1 ６ ６年個人 徒競走（5０M） S3 G1

７ ３年団体 はこべ！フレンドシップ！ フィールド ７ ４年団体 HERO 綱引き～５人のヒーローを救え～ フィールド

８ 2年団体 サイクロン F4 F4 ８ ５年団体 ハリケーン2022 フィールド

９ １年団体 紅白玉入れ真剣勝負！ フィールド ９ ６年団体 スーパー玉入れ フィールド

１0 1２3年選 低学年 紅白リレー G3 G1 10 ４５６年選 高学年 紅白リレー G3 G1

11 123年全 閉会宣言 フィールド 11 得点発表 フィールド

＜ 低学年 下校予定時刻 10:15 > 12 ４５６年全 閉会宣言 フィールド

< 高学年 下校予定時刻 12:15 >


