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１１月 の 行 事 予 定

１１月 １日（金）教育相談月間

県民週間（～７日）

２日（土）学校給食展（隼人イオン）

５日（火）いい歯ニッコリ週間

６日（水）給食試食会

９日（土）土曜授業・土曜参観

ＰＴＡ教育講演会(10:40~)
１２日（火）修学旅行(～１３日：６年）

１３日（水）市音楽の集い（４年出演）

１４日（木）６年休養措置日

１５日（金）移動図書（しろやま号）

１６日（土）ＰＴＡバザー準備

１７日（日）ＰＴＡバザー

１８日（月）ぱくぱくごっくん週間

国分中校区合同研修会

１９日（火）学校保健委員会

２０日（水）児童総会（４～６年）

市町村による青少年劇場

２２日（金）子ども読書の日（「家読」）

２５日（月）学力アップ週間

２９日（金）持久走大会，学級ＰＴＡ

★かごしまの教育県民週間 (11/1～11/7)
子供たちの学ぶ姿や学校の様子を保護者や地

域の皆様に是非ご覧いただきたいと考えていま

す。多くの御来校を楽しみにしています。

《主な行事》

１１月 ６日（水）・・・給食試食会

１１月 ８日（金）・・・「りんごの木」来校

１１月 ９日（土）・・・土曜参観（２校時）

ＰＴＡ教育講演会

１１月１７日（日）・・・ＰＴＡバザー

１１月２０日（水）・・・青少年劇場（鑑賞会）

※ 先日配布の案内文書で御確認ください。

【お知らせ・御礼】

本校では，今年度よりＮＩＥ（新聞を活用し

た教育活動）に取り組んでいます。先日，保護

者の有志の方々（吉田悠馬さん，若松成広さん

ん，南田隆行さん）とそのご家族に，新聞を広

げて閲覧できる木製の新聞台４台を製作，寄贈

していただきました。子供たちが新聞に親しめ

るよう早速活用させていただいています。善意

に深く感謝します。ありがとうございました。

 

 

青葉っ子の10月の様子から！
校内読書月間中，親子読書会やしおりづくりな

どの楽しい催しに加え，今年度は大人によるビブ

リオバトルがあり，松枝ＰＴＡ会長，川窪元ＰＴ

Ａ会長，本校の河野教諭がそれぞれ自分で選んだ

本を楽しく書評しました。今後も国分図書館読書

グループ「りんごの木」によるストーリーテリン

グなど楽しい催しが予定されています。

１８日（金）は，市陸上記録会が国分運動公園

で開催され，５・６年生の代表児童２０名が各種

目に出場して記録に挑戦しました。（※下記参照）

２３日（水）から２日間，５年生が県立霧島ふ

れあいセンターで宿泊学習を実施しました。栗野

岳登山，センター周辺でのオリエンテーリングな

ど大自然の中で仲間と協力して豊かな体験活動を

行うことができました。

活躍・入賞おめでとう！活躍・入賞おめでとう！
【きりしま美術大賞展】

《市文化協会賞》１年 平田 詩恩

４年 久木山剣清

《市長賞》 ４年 高橋 健斗

《国分電機賞》 ６年 濱弓場まこと

【鹿児島県畜産共進会絵画コンクール】

《金 賞》 ４年 松枝 顕心

《銀 賞》 ４年 小濵 夏実

６年 上原 巧 岩崎 陽菜

《銅 賞》 ２年 東原口 薫

【県理科作品展霧島市審査会】

《地区特選》 ６年 宗岡 真生（県審査へ）

《市特選》 ５年 野下さくら

【社会科作品展審査会】
《市特選》 ６年 大山 凛乃 藤田 花音

【霧島市小学校陸上記録会（入賞）】

《５年女子 走り幅跳び》 １位 堀川 結衣

《６年同 ６０ｍハードル》２位 中島 桜

《５年同 100ｍ走》 ４位 山中 美來

《６年男子 100ｍ走》 5位 別府 拓眞

《５年女子 ４00ｍリレー》３位

浦 香織・細山田瑠奈・堀川 結衣・山中 美來

《６年同 ４00ｍリレー》４位

藤田 花音・宮浦 リオ・川尻 陽菜・金丸結梨愛

《５年男子 ４00ｍリレー》６位

久木山颯健・井手 龍伸・竹下 大和・税所 歩夢

「笑顔で最後まで！ 心を一つにして協働チー
ム青葉小 今を最善にベストを尽くす」

皆様の連携・協力に感謝
～第２３回秋季大運動会を終えて～

校長 松元 正勝

保護者・ＰＴＡ・校区の皆様のご理解・ご

協力と，職員・子どもたちの頑張りで，第２

３回秋季大運動会を，盛大に実施できました。

今年は昨年に引き続き，実施数日前に出され

た天気予報に心配しながらの実施。そうした

中，毎年の事ながら，ＰＴＡ（総務部，保体

部等）や親父の会の皆さんには，運営面で多

大なご協力・ご支援をいただきました。恒例

の緑門作りだけでなく，校庭除草までも，親

父の会の皆さんにやっていただきました。本

当に感謝・感謝の気持ちでいっぱいです。ま

た，駐車場を快くご提供いただいた校区の関

係の方々，近隣住民の方々にもお礼申し上げ

ます。本当にありがとうございました。

さて，開会式では，子どもたちにがんばっ

てほしいこととし示した三点に，次のような

願いを込めて話しました。

① 「きばれ！笑顔で最後まで！」。

〇 子供たちが自分たちで決めた運動会ス

ローガンの言葉を意識して，今日の運動

会をよりよいものにすること。

② 「心を一つにして協働チーム青葉小」

〇 これまでの本校創立２３年間の歩みの

中，卒業していった子供たちや，かつて

勤務した職員・保護者・校区の方々が，

連携・協力して学校の伝統を築き上げて

きていると思います。今回の運動会も，

先輩方が創り上げてきたものを引き継

ぎながら，協働チーム青葉小の一員と

して，各チーム・学年・各係等で連携，

協力して，心を合わせて頑張ること。

③ 「今を最善にベストを尽くす」

〇 各種目はもちろんのこと，それ以外でも，

うまくいかないことがあるかもしれませ

ん。けれど，それでもあきらめずに，その

場その場で，自分のベストを尽くし最善の

力を出し切って，最後まで精一杯頑張るこ

と。人生においては，それが大事です。

子供たちは，運動会でこの三点のことを心に

留めて一生懸命よく頑張りました。

また，保護者・地域・ご来賓の方々から，子

供たちの頑張りに対しまして，開会式でお願い

しましたように，惜しみない拍手とご声援をい

ただき，子供たちも大変よく頑張りました。

本番当日だけでなく９月当初からの，応援団

の子供たちの素晴らしい取組にも，自校の子供

の事ながら，校長として大変感動し，誇りに思

うことでした。また，最後の紅白対抗リレーや

本校伝統の全校児童による大玉転がし「一発逆

転！バリッキーゲット!!」なども，大変盛り上
がりました。本校の運動会の伝統を生かし，学

校と PTA・親父の会・校区等関係の皆様が連
携・協力した，まさに「協働チーム青葉小」と

しての運動会であったと思います。

児童にとっても，保護者・校区・ご来賓の皆

様にとりましても，充実した楽しい一日となっ

たことと思います。やりきった子供たちにとっ

て思い出の運動会になりました。

保護者・校区の皆様，ご来賓の皆様，本当に

ありがとうございました。この２３回の運動会

の伝統や学校創立２３年の伝統をしっかりと受

け継ぎ，後に引き継ぐとともに，「未来の青葉

小づくり，未来の地域づくり」に向けて，「人

生二度なし 今を最善に生きる」をモットーに

努力して参ります。今後とも，本校教育活動へ

のご理解・ご支援・ご協力をどうぞよろしくお

願いいたします。

～語り継ぐかごしまの教え集から～

過ちを改むるに，自ら過ったとさへ思い付か

ば，それにてよし 西郷南洲翁遺訓



《主な行事》
１１月 ６日（水）・・・給食試食会
１１月 ８日（金）・・・「りんごの木」来校
１１月 ９日（土）・・・土曜参観（２校時）

ＰＴＡ教育講演会
１１月１７日（日）・・・ＰＴＡバザー
１１月２０日（水）・・・青少年劇場（鑑賞会）

秋季大運動会 大盛会！
御協力，有難うございました。

「みんなでつなげ心のバトン 優勝目指して限

界突破！」のスローガンのもと，１０月３日

（水）に第２２回秋季大運動会を開催しました。

台風２４号の接近により９月３０日から延期

しての開催でしたが，当日は，絶好の運動会日

和となり，素晴らしい運動会になりました。ど

の学年の競技も演技もこれまでの練習の成果を

十分に発揮し，転んでも追い抜かれても子供た

ちの勝負を諦めず最後までベストを尽くす姿が

とても感動的でした。応援団員と応援席とが一

体となった応援合戦，勇壮な踊りと力強い掛け

声で会場を魅了した５・６年の「ソーラン節」，

笑顔がはじけ，楽しそうに表現していた１・２

年の「ド・ド・ド・ド・ドラえもん」，美しい

動きがフィールド全体に広がった３・４年の

「ひっとべ！アオバドリ」，抜きつ抜かれつの

各学年全員リレーなど，どの種目も見ている者

を釘付けにしました。

平日にも関わらず，早朝より御臨席いただい

た来賓の皆様，計画の段階から御協力いただい

たＰＴＡ総務部，保体部，各区長，おやじの会

の皆様に，心から感謝申し上げます。特におや

じの会の方々には，平日の運動会を少しでも盛

り上げようと，急遽前日に緑門を作っていただ

きました。杉の葉取りに２回も行っていただき

ました。本当に有難うございました。お陰様で

子供たちの心にいつまでも刻まれるすばらしい

運動会となりました。

【開会式 誓いの言葉】 【５･６年ソーラン節】

【力強い応援合戦】 【バリッキーゲット！！】


