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一 ・二 年生は 懐か しの曲 「学 園天

国」に のせ た、 かわい らし くて 素敵

な ダンス を披 露し てくれ ます 。

一年生 は見 よう 見ま ねで、 二年 生

は 一年生 のお 手本に なろ うと 頑張っ

ていま す。 時々 間違っ てし まうこ と

も ありま すが、 上手 に踊 るこ とより

切だ と考 えてい ます 。短 い時 間練習

も、
「一生懸 命頑張 るこ と」が 一番 大

また、 学生 の皆 さん も積極 的に励

す。み んな楽 しみ なが ら練習 に取 り

組ん でい るので 、覚 える のがと って
も 早い です！

さら に、 休み時 間に 教室を のぞ く

と 、よさ こい ソー ラン の映像 を見 な

がら 練習 してい る三年 生を 見か けま

し た。腰 の落 とし 方や 腕の伸 ばし 方

など 、全身 を使 ってい まし た。 誰も

が にこに こし なが ら練習 して いる姿

に、感動しました。何事も「楽し

い ！」と 思え るくら い熱 中す ること
は大切 なん です ね。

れ！

いと考 えてい ます 。一 ・二年 生頑 張

時間の 中で 、全身 を使 って表 現す る

本番 まで あと 少しで す。 練習 の成

ま しの声 をかけ たり 、細 かい 点の指

三・四 年生 は、よ さこ いソ ーラン

子供 たち の姿を ぜひ 見て いただ きた

謝・ 未来 ～」の 指導に 、日 本体 育大

果を十 二分 に発揮 して くれる こと を

ていた だき まし た。
清 原 先 生 か ら は 、「 大 き な 声 で 返

事」
「話して いる 人の目 を見て 聞く 」

「分 から ないこ とが あっ たら 質問す

る」な ど、 大切 な人と の関わ りに つ

いて 、教 えてい ただ きま した 。練習

を重ね てい く中で 、子 供たち の動 き

が変 わり 、一人 一人 の目 が輝き 始め 、
自 信を もって 取り 組む 姿が見 られ る
よう にな りまし た。

の令 和バ ージョ ンを 披露 して くれま

導をし たり して くれま した。

学 名誉教 授清 原伸 彦先 生と十 一名の

期待 して います 。

熱 い思い をも って二 日間 、御 指導し

ケ丘小 の子 供た ちのた めに 」と いう

されました。忙しい日程の中 、「御所

日本 体育大 学の 学生の 皆さ んが 来校

高学年の集団行動演技「絆～感

いよ いよ「 第三十八 回運動会」が今 週末に迫ってき
ま した。 右のテー マのも と、運動会の大成功を目指 し
て一人 一人が 、それぞ れのクラスが 、それぞれの学年
が、そして学校全体が突き進んでいます。新時代の幕開けにふさわ
しい、素晴らしい行事になるよう大いに期待しています。

団 結 だ ！ 新 時 代 へ と 突 き進 め
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