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★
い教育的な運動会を実施したいとい

事に全競技を終えることができまし

け雨が落ちてきただけで、最後まで無

ました。準備体操をした後、百メート

した。みんなチームの色の服を着てい

る皆様に助けられ、今年も学校らしい

した。幸い、私の思いを理解して下さ

う熱い思いをもって取り組んできま

い教育的な運動会を実施したいとい

姿は立派なものでした。大人たちも一

走ったり、応援したりする子供たちの

で自分のチームのために一生懸命に

生徒の声援がこだましました。最後ま

進行し、会場には紅白に分かれた児童

玉入れ、全員リレー等の競技が順調に

踊りました。朝会で練習したので、上

お昼ごはんを食べた後、ジェンカを

勝ちました。

かで競走では、男女両チームとも白が

君を追い抜いて、白が勝ちました。む

生は白が負けていたけれど、僕が剣心

その次は、全員リレーでした。四年

★

ル競走をしました。僕は友達の次に来

運動会ができたと思っています。道具

緒になって頑張りました。大人たちも

手に踊ることができました。すごく長

★

た。

もそれぞれの校舎で揃えるように努

自分たちの得点もすべてカウントさ

い列になったので、楽しかったです。

て、二位でゴールしました。

（本号は特別に三ページ構成となっ

め、もう一息のところまで整備されて

れるので、気が抜けません。最後の選

午後の競技が始まる前にスコアボ

入場行進に始まり、徒競走、綱引き、
ています。）

両校共に、教員、児童生徒そして保

手リレーは圧巻でしたが、逆転には及

ードを確認したら、白組がリードして

・ＧＣ教員研修

・第三学期始業式・後期教科書配布

十月四日

・第二学期終業式・成績通知表配布

九月二〇日

・ＧＣ補講二回目（要お弁当）

九月十三日

今後の予定
今後の

護者の三者が力を合わせて運動会と

ばず、結局、今年の勝利は赤組となり

十月十一日

きました。

いう一つの作品を創り上げたことを

いました。このまま勝てたらいいな、

声を合わせて答えてくれたことが何

綱引きは一勝しかできなかったの

た保護者の皆様を始め、総領事館、日

準備から係分担までご尽力下さっ

した。選抜リレーで白が一回勝てば、

ドしました。二人三脚でも白が勝ちま

入れと百人サッカーでまた白がリー

で、逆点されそうになりましたが、玉

本人会、商工会議所からお越し下さっ

よりでした。

と思いました。

ました。

十月十八日
・ＢＮＥ理科学習の日
・ＧＣ第三回運営委員会
十月二十五日
・ＢＮＥ補習校祭り

いました。

なりました。来年は絶対勝ちたいと思

〇点、赤組九七〇点で、白組の負けと

リレーに二回も負けたので、白組九一

白組の優勝だと思いましたが、白組は

八月九日にクイーンズランド補習

す。

に定められた行事で、日本の教育が大

授業校ブリスベン校の運動会が開催

ＢＮＥ四年

運動会特集

切にしている集団行動を学ぶ上で重

されました。心配された天気でしたが、

八月九日は待ちに待った運動会で

【ブリスベン校】

要な行事です。この意味で、地域の親

お昼頃に気が付かない程度に少しだ

運動会は、学習指導要領の特別活動

た来賓の皆様に厚く御礼申し上げま

運動会の感想

梅澤徹太

実感できるものでした。両校ともに閉

丸山吉信

・ＢＮＥ教員研修

校長

会式で児童たちが「楽しかった！」と

★

南十字星

補習授業校

・ＢＮＥ第三回運営委員会

★

クイーンズランド

睦を図る運動会とは異なる学校らし
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の中、一日中雨が降り続いていた。私

になるかと心配していた。しかし、当

く中、ゴールしたのは赤組でした。結

ゴールドコーストも教員と児童生

日は綺麗な青空が広がり、見事な快晴

は八月三十日、この日も同じ様な天気

徒、保護者が三位一体となって力を合

と共に私が出場する八回目の運動会

局、赤組の総合優勝となりました。

わせた良い運動会でした。子供たちは

が開催された。

印象的だった種目は二つ。玉入れと

自分たちの運動会作りのために大勢

が力を合わせてくれていることを感

かった。正直、小学校以来だったので

二人三脚だ。去年の運動会では二人三

ご協力下さった保護者の皆様を始

ちゃんと玉が入るか少し不安だった。

じ、皆で力を合わせることの素晴らし

め、外部からのボランティアの皆様、

二回目の笛が鳴った後、地面を見て驚

脚は出場したが、玉入れはやっていな

販売用の飲み物や食べ物を寄付して

いた。なんと玉が十個程しか残ってい

さを学んでくれたものと思います。

ゴールドコースト校の運動会は、八

下さったＳＵＳＨＩ１、ＪＦＣ、ＡＣ

なかったのだ。これは勝ったと思い、

【ゴールドコースト校】
月三十日に、こちらも天気に恵まれた

Ｅ

白組の方に視線を向けると、明らかに

運動会について
八月九日、運動会が行われました。

中で実施しました。週末になると天気

し上げます。

です。赤組の人数が少なかったので、

中で一番楽しかったのは、全員リレー

全員リレー、むかで競走でした。その

私が出た競技は、百メートル競走と

れました。子供たちは楽しみにしてく

と、何人もの子供たちが手を挙げてく

くれた人がいるかどうか尋ねてみる

した。開会式でてるてる坊主を作って

雨が心配でしたが、よい天気になりま

リギリ赤組の勝ちだった。どうやら赤

と思いながら籠から離れる。結果はギ

が入っていた。「あれ、おかしいな。」

いのに、二つの籠には同じ位の数の玉

残っている玉数はこちらの方が少な

ＢＮＥ 四年 八木心暖
私は今年、赤組でした、去年と同じ組

が崩れるサイクルとなっていたため

ＷＡＳＡＢＩ様等に厚く御礼申

でした。

私は二回走らなくてはなりませんで

バトンを落としてしまったからです。

負けてしまいました。理由は、みんな

ました。四年生のリレーでは、赤組が

ー」、障害物競走、二人三脚と、目を

ージョン「恋するフォーチュンクッキ

き、玉入れ、百人サッカー、幼稚部バ

徒競走に始まり、大玉転がし、綱引

自信はあった。男子百人サッカーが行

った芽ちゃんとやっていたので、結構

二人三脚。これは去年も組が一緒だ

っていた様だ。それでも勝った、とい

勝ちは赤組でした。楽しい運動会で

離せぬ楽しい競技が次々に進行しま

は急いで次の係へと向かった。

の定、金色のシールを服に貼った私達

われている間にテントの裏で練習。案

う事が私は純粋に嬉しかった。

した。去年も赤組で勝ったので、来年

した。最後は、幼稚部から小学部、中

補習校運動会

組の玉数が何かの間違いで少なくな

みのり

れていたようです。

森

した。走ったあとは、とても息が切れ

中二

数日前まではひんやりとした空気

ＧＣ

も勝ちたいと思います。

学部、大人へとバトンをつなぐ選手リ
レーです。子供たちの盛大な応援が響
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数週間前から練習してきたＡＫＢ
かのように、運動会当日は雲ひとつな

前の週の悪天候がまるでうそだった

実況をやるにつれ、言葉数も増え、だ

かと思った。気持ちが軽くなった私は

側に絶対参加して、来年はゴールドコ

ちになった。中三でも「運動会を作る」

ントの外から煌々と照りつける太陽

４８の「恋するフォーチュンクッキ

「赤組リードです！あっ、白組抜い

に負けじと、私たちは運動会最後、一

ースト校史上もっとも楽しい運動会

部用に簡単にアレンジされたダンス
たぁー！」声を張り上げながらマイク

番盛り上がる紅白対抗リレーの実況

んだんと盛り上がっていった。「白組

も、少し照れ臭い気持ちで無事終了。
を持っている手に汗を握り締め、私は

をしていた。観客と生徒、先生までも

い青い空の下、放送のアナウンスと共

気になる成績発表では、大きな差を
本部右、同じクラスのみらいちゃんと

が一丸となり、リレーを見守り、応援

ー」。四十分の休憩中に幼稚部と中一、

つけて赤組の優勝と発表された。最後
共に重要な係りをしていた。放送係を

している姿を前に、私とみらいちゃん

にしたいと思う。

にリレーに出たせいか、一日の終りに
選んだ私はまず配られた放送原稿を

も精一杯応援して、自分の組が女子リ

はやい！赤組もあきらめないで！」テ

はクタクタに疲れていた。今回の運動

目に通して、その中に書いてある「実

レーで勝ったときはまるで自分がリ

に幕を開けた。

会は中学生が出る種目も手伝う事も

況」という字を何回も読み返してしま

中二の女子でテントの前で踊る。幼稚

増えていて、とても賑やかで明るい運

レーに出て優勝を手にしたかの様に

チーム一丸となってがんばった運

った。放送係は原稿を読むだけだと思
実況をやれというのだからびっくり

動会はまるで本当に日本の学校の運

動会だったと思う。

した。アドリブで今起っていることを

動会を経験しているかのようで、とて

喜んだ。

マイクを通し話すのは容易ではない。

もいい思い出になった。初の放送係の

い込んでいた私に、先生たちは中二も

まず頭をよぎったのは「不安」の二文

ボランティアも色々な意味でどきど

しかったが、作る側、盛り上げる側の

字。私に本当に勤まるだろうかと思っ

「何を言えばいいのだろう。」ちゃ

一員になれたことはとっても光栄で

きし、勉強になった。運動会の競技に

んと練習をしてきたはずなのに、昨年

うれしいことだ。来年もこの係につけ

ている間に私が最初の実況をする競

の先輩たちの練習も聞いていたはず

るチャンスがあれば、もっと言葉を増

参加し、幼稚部と踊ったりしたのも楽

なのに、いざ自分がやってみると何を

やし、盛り上げていきたいと思う。先

技があっという間にきてしまった。

言っていいのかわからない。応援の言

生方やお父さん、お母さん、そして私

運動会

葉も「がんばれ」しか浮かんでこない。
芽

達生徒がひとつになれる運動会を中

田底

だったらもう、思いついたことをどん

二で経験出来て、とても充実した気持

中二

誰かが照る照る坊主を作ってくれ

どん言ってしまえばいいのではない

ＧＣ

たのか、みんなの願いが通じたのか、

Gold Coast Office（水・金）: 07 5531 6661

Brisbane Office（火・木）: 07 3870 0360

