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チャレンジする２学期，努力する２学期に！！

校長 溝口 学
朝夕吹く風は涼しく感じるとともに，ヒガンバナなどの草花に秋の到

来を感じるようになってきました。学校では，子どもたちが学習に運動
にと元気に取り組んでいます。
さて，２学期は，１年間で一番長い学期です。秋季大運動会，市陸上

【ヒガンバナ】 記録会，溝辺地区文化祭，市音楽のつどい，学習発表会，持久走大会と様々
な行事があります。もちろん，授業では新しいこともいっぱい学習していきます。この２学期は，
行事にしても勉強にしても，ただやるだけではなく，一つ一つの行事や勉強に，「自分のめあて
・目標」をたてて取り組んでほしいと話しました。そして，そのめあて・目標を達成するために
は，「どんな練習をすればよいか」「どんなことに取り組めばよいか」を考え，めあて・目標に
チャレンジする２学期，考えたことをこつこつと努力する２学期としてほしいです。始業式で，
代表の子どもが２学期に頑張ることの１つとして，「２学期に習う漢字を全部覚える。そのため
に，毎日の漢字練習にしっかり取り組むようにします。」と発表しました。自分のめあて・目標
をしっかりと決め，そのために自分は何をするのかまで決めています。ぜひ，陵南小学校すべて
の子どもたちが，めあて・目標を決めて，チャレンジする２学期，
努力する２学期としてほしいです。そのために，わたしたち教職員
も子どもたちの頑張りを認めたり，どうすればよいかを助言したり
していきます。
また，子どもたちには，「陵南あそはな」にしっかり取り組もうと

呼びかけました。特に，「は・な」をこの２学期みんなでしっかりで
きるようになろうと呼びかけてあります。はきものをしっかりそろ
えたり，静かにさっさと並んだりできる陵南小学校の子どもになるよ【２年生の運動会のめあて】
うに指導していきます。

「 陵 南 あ そ は な 」
あ ： 立ち止まって元気にあいさつする
そ ： 時間いっぱい無言ですみずみまで掃除をする
は ： はきものをしっかりとそろえる（特に，靴箱のくつのかかとをきれいにそ

ろえたり，トイレのスリッパをきれいにそろえたりする）
な ： 集合するときは，静かにさっさとならぶ

運動会ありがとうございました！

令和元年度の秋季大運動会を９月23日(月)に開催しました。予定では
22日(日)でしたが，22日は台風17号が接近し風雨を伴うとの予報のため，
１日順延することとしました。しかし，天気予報では23日も雨が降ると
の予想でしたが，朝５時ごろには星も見え実施することとしました。午
前中はとても天気がよく，１日雨も降らずに無事終了することができま
した。保護者の皆様には，朝早くからテント設

【３年生短距離走】営や運動会で使用する用具の準備などをしていた
だきました。｢他に何かすることはないですか｣と保護者の皆様から多く
の声をかけていただき，とてもうれしく思うとともに，子どもたちを思
うすばらしい行動だと感激しました。また，おやじの会の皆様にはとて
も立派な緑門を作っていただきました。台風養生も万全で，杉の葉も飛
ぶこともないものでした。保護者の皆様・おやじの会の皆様，本当にあ
りがとうございました。練習期間は短いでしたが，子どもたちはしっか 【６年全員リレー】
り練習に取り組み，その練習した成果が披露できた運動会でした。



市水泳記録会入賞者！ 〇 第12回南日本ジュニア美術展
入 選

７月24日に，国分総合プールにて霧島市小学 ４年 米丸虎太郎 内村 心美
校水泳記録会が開催されました。本校からも５ 有村 弥花
・６年生10名が出場しました。すばらしい泳ぎ ５年 山口 優和
を披露しました。 〇 第16回きりしま美術大賞展ジュニア部門
〇 ６年男子 霧島市商工会賞

50ｍ自由形 第３位 村部 謙心 １年 芦田 春草
第４位 山崎 智哉 入 選

50ｍ平泳ぎ 第６位 西溜 悠生 １年 鍋川原 慧 前田 結衣
50ｍ平泳ぎ 第２位 村部 謙心 山下 新太 山元 誠陽
100ｍ自由形 第５位 山崎 智哉 ２年 岩下 穂乃花 亀井 彩那
100ｍ平泳ぎ 第２位 西溜 悠生 ４年 松元 あかり

〇 ６年女子 ５年 瀬戸 伸康 東 茉奈
50ｍ自由形 第５位 有村 惟花 ６年 塩入 愛彩
50ｍ平泳ぎ 第２位 有村 惟花 〇 第66回理科研究記録展・標本展

〇 共通男子 霧島市審査会
200ｍリレー 第３位 入 選

村部 謙心 山崎 智哉 ３年 末山 陽菜 中尾田 夕葵
西溜 悠生 福元 秀真 ４年 渡邊 悠人 松元 あかり

牧之瀬 子龍
５年 德永 倫 山村 日菜子

三好 恭雅 山下 すみれ
６年 北原 颯来 石丸 桜久埜

〇 令和元年度霧島ジオパーク賞
優秀賞
３年 宇都 永空

頑張っています！！ 努力賞
３年 藏原 茉柚

１学期に取り組んだ硬筆や絵画，夏休みに取
り組んだ作文や理科作品などの審査結果が下記 〇 令和元年社会科作品展霧島市審査会
のようになりました。みんな頑張っています。 特選
おめでとうございます。 ３年 福元 良真
〇 南日本硬筆展 地区優秀賞 県審査へ

優秀賞 ５年 上村 海空 別府 浩太郎
１年 内村 心結 ６年 福元 秀真
２年 西村 優花 上村 琉維 地区最優秀賞 県審査へ
３年 羽田 雫月 地福 愛華 犀川 愛心

４年 内村 心美 １０月の主な行事
６年 松原 杏佳 福元 秀真
推 薦 １日(火) Ｐ登校指導
１年 池山 竜世 山口 花蓮 神﨑 桜夏 ２日(水) ６年修学旅行～３日(木)
２年 二見あすら 瀬戸口莉子 東 礼奈 ４日(金) ６年休養措置日

神田 沙奈 西 玲依奈 ７日(月) 記名確認の日
３年 黒岩 夏希 泊 優衣 藏原 茉柚 ８日(火) クラブ活動 身体計測・視力検査３年

小田原莉娃 芝原 侑美 中吉 優月 ９日(水) 身体計測・視力検査１年
梅川ひなみ 楠木 苺衣 １０日(木) 貯金日

４年 山下いちか 石野 妃菜 亀井 優志 身体計測・視力検査２年
又吉 秋水 瀬戸 伸啓 邉田 歩花 １１日(金) 身体計測・視力検査４年

６年 鶴薗 文華 西溜 悠生 梶原 円佳 １２日(土) 身体計測・視力検査５・６年
吉満 絢萌 山崎 美優 塩入 愛彩 １５日(火) 合同計画学校訪問
今吉七菜恵 遠藤 優菜 石丸桜久埜 １６日(水) 就学時健康診断
古田 永遠 吉満 比呂 北原 颯来 １８日(金) 市小学校陸上記録会

２１日(月) 校内読書旬間～11月１日(金)
※ 学校賞もいただきました。 ２３日(水) 秋の一日遠足(１～５年)


