四年一組

小牟田 ひな

立山英樹

竹本 陽向

大六野 瑠花

四年二組

﹁大好きペットとわたし﹂

子どもの広場

先生の紹介
たんぽぽ学級

児島 ひとみ

あおぞら学級

井手口 直美

三年二組

﹁ 匹の秋まつり﹂

淺山 倖愛

（平成 29 年 12 月 22 日現在）

体育部

できたこと︑また︑この
運動会に向けて御指導頂
いた先生方︑そして裏方
としてＰＴＡ三役︑体育
部員の皆様︑来賓接待係
の総務部の皆様︑トイレ
チェックなどされた保険
部の皆様など多くの保護
者の支えのもと開催され
ていることを改めて知り
得た運動会でした︒本当
にお疲れ様でした︒あり
がとうございました︒

編集後記
今学期も早いもので後半に入って
きました︒今回は﹁すんぐじら﹂と
いうコーナーを作らせていただきま
した︒
﹁すんぐじら﹂とは鹿児島弁で﹁隅﹂
﹁端っこ﹂という意味です︒行事の
多かった今学期︒その行事を端っこ
で支えてくださる皆さんを特集しま
した︒
運動会では開会式を音で華やかに
してくれた﹃吹奏楽﹄︒毎日︑放課
後に練習していました︒競技をして
いる児童をまとめる係の方々 …
︒会
場を盛り上げてくれた放送の方々 …
順位を言ったり大変な中分かりやす
く上手でした︒他にも写真はありま
せんが︑応援席の児童をまとめてく
れる係の子どもたち︒本部席で対応
してくださる役員の方々︒会場設営・
駐車場整備・トイレ清掃などしてく
ださった体育部の方々 …
︒競技をし
ている子どもたちがもちろん主役で
す︒でもその主役を支えてくれる﹃端
の主役﹄もいることを忘れてはいけ
ないと思いました︒
運動会スローガン︻みんな主役の
運動会︼そのとおりの大会でした︒
他にも沢山の行事があった 学
期︒子どもたちを毎日支える保護者・
先生方︑協力してくださる地域の
方々あってこそ楽しく過ごせている
と思います︒

ご案内

広報部 甲斐

師走は何かと忙しいですが︑皆さ
ん楽しい冬休みをお過ごしくださ
い︒それでは良いお正月を …

2

音楽発表会

さのさ集会

秋の遠足

修学旅行

Ｐ７

Ｐ６

Ｐ６

Ｐ５

Ｐ４

子どもの広場

先生紹介

すんくじら

考え方が大切だ

Ｐ８

Ｐ８

Ｐ８

Ｐ７

Ｐ７

２学期も大運動会︑
修学旅行︑秋の遠足な
ど多くの行事がありま
した︒参加・ご協力本
当にありがとうござい
ます！

編集後記

教育にも不易と流行の

リサイクル活動

第 回秋季大運動会 Ｐ１

きらりちゃん

14

466
603
023
041

﹁とうさんのあしのうえで﹂

29

三年一組

発行責任者
PTA 会長 西田憲智

第 回秋季大運動会

発行 串木野 小 学 校
P TA 広 報 部
早朝︑澄み渡る青空が
広がる中︑運動会の開催
を告げる合図の音が鳴り
響き︑息子の小学校最後
の運動会が始まりました︒
それと同時に体育部とし
ての義務も始まるぞ︑と
緊張した気持ちで私は朝
を迎えました︒
七時三十分から体育部
員十数名と串木野中学校
で駐車場を行いました︒
その最中︑校長先生の
お話や準備運動の音が聞
こえてきて﹁天気もよく
本当に良かったな︒﹂と︑
改めて思いを馳せるとこ
ろでした︒
今︑運動会を終えて思
うことは︑子どもたちは
二学期が始まってから短
時間で各練習や応援の練
習など一生懸命取り組ん

71

三年一組

いっちょうくん

1

PTA 戸数
児 童 数
学 級 数
職 員 数

茶屋道 法子

10

新任の先生を紹介
させていただきます︒

みんなキラキラ
汗もキラキラ

71
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尾仲 京

羽澤 伊吹

今年は︑ぼくにとって
小学校生活最後の運動会で
す︒
よい思い出をつくろうと︑
初めて応援団に入りました︒
せっかく応援団になった
のだから︑団長になろうと
思い立候補しました︒練習
中はなかなかまとめきれな
いところがあったけれど︑
副団の和紀さんと将伸さん
がうまくサポートしてくれ
たおかげで︑応援も少しず
つ完成していきました︒
運動会当日は︑声がかれ
て最後の﹁フレー﹂のとこ
ろで︑のびきれなかったこ
とがくやしかったけれど︑
一番の思い出になりました︒

白組団長

団長になって

白組

ぼくは︑赤組応団長になっ
て久しぶりに大声を出して
声がかれました︒
でも︑応援団のみんなが
大きな声を出してくれて赤
組一人一人が一生懸命がん
ばり優勝できました︒
運動会が終わった後︑友
達のお母さんたちに︑
﹁すごかったねー︒﹂
とか
﹁声が大きいねー︒﹂
など言われて︑応援団長に
なって良かったと思いまし
た︒
小学校生活最後の運動会
が終わったけれど︑最高の
思い出になりました︒

赤組団長

応援団長になって

赤組

平成 29 年 12 月 22 日（2）

串木野小 PTA 新聞「いちょう」
第 170 号
第 170 号

串木野小 PTA 新聞「いちょう」
（3）平成 29 年 12 月 22 日

上園拓郎

大規模校の運動会
校長
十月一日に行われました秋
季大運動会︒六〇〇人を超え
る子どもたちとその数倍の観
客のエネルギーは︑初めて参
加する私にとって﹁凄い﹂の
一言でした︒
子どもたちは︑１か月練習
を通して当日を迎えるのです
が︑指導する先生方は︑人数
はじめてのうんどうかい が多い分︑緻密な計画の基で
一年 うえや てぃあら 組織的に子どもに教えていま
した︒さすが伝統校です︒
わたしは︑かけっことだん
また︑これだけの人数が集
すとつなひきをしました︒
まっての大会運営は︑緻密な
かけっこは︑５ばんで︑だ 計画と事前準備なくしては行
んすはすこしまちがえたけど︑ うことはできません︒西田会
さいごまでたのしくおどれま 長や立山体育部長をはじめ多
した︒つなひきは︑てのひらが︑くのＰＴＡ会員の皆様の労を
いたかったけど︑あかぐみが︑ 惜しまぬ協力には︑頭が下が
かったのでうれしかったです︒ ります︒役員として活動され
らいねんは︑もっとがんば た親の姿は︑子どもの目にも
りたいです︒
きっと頼もしく映ったことで
しょう︒
子どもたちの運動会を支え
てくださった全ての皆様に心
から感謝申し上げます︒お陰
様で子どもたちにとって心に
残る運動会になりました︒
ありがとうございました︒

キラキラ

内 光希

最高の運動会
六年
小学校生活最後の運動会
は︑足を痛めながらの本番に
なり︑かなり不安でした︒
ただ︑どんない痛くても絶
対に最後まで頑張りたいとい
う強い気持ちで挑み︑クラス
でも学年でも︑紅白でも優勝
しました︒ぼくにとって最高
の思い出ができ︑仲間の力に
感謝した日となりました︒

みんな主役の運動会

運動会といえばお弁当！
広報部員に聞きました！
お弁当︑作る？注文する？

作る派
・子どもの好きなものをいれたい︒
・やっぱり子どもがよろこぶから︒
・お姑さんが 煮
( しめ等 作
) って
くださるので︑私も ……

ミックス派
・小学校以外にも兄弟がいるので︑
どれかは注文する︒
・おにぎりや簡単な物は手作り︑
プラスおかずを注文︒
広報部の中では作る派とミッ
クス派が半々くらいでした︒
注文の方が時間に余裕がある
ので運動会に集中できる！とい
う意見もありました︒それと︑
煮物はおばあちゃんの担当！と
いう家庭が多かったです︒
ちなみに︑お弁当につけあげ
を入れる方が多いのは串木野な
らでは︑ですね！

六年保護者 土川 晴美 ＰＴＡ会長 西田 憲智 です︒体育部員による準備・
設営はもとより︑我が子の活
子どもたちの晴れ舞台にご
二学期に入ってから︑子ど
躍する姿も見れず駐車場の整
もたちは︑体育の授業はもち 臨席賜りました皆様に︑心よ 理に徹していた姿や︑保健部
ろん︑朝の全体練習︑昼休み り感謝申し上げます︒
員による校内トイレの巡視及
また︑運動会当日までの間︑
のリレー︑放課後の応援団の
びトイレットペーパー補充︑
練習︒運動会に向け頑張って 表現の一つ一つを作り上げる 近隣企業や周辺住民の理解・
過程の中で︑子どもたちの
きました︒
協力など︑取り上げると切り
そして︑夏の暑さが残る中︑ 可能性を最大に引き出してく がありません︒片付けの際は︑
恒例となってきた吹奏楽部の れた先生方の努力に対して敬 多くの保護者やご来賓にもテ
演奏による入場から始まり︑ 意を表します︒
ント片付けのお手伝いをいた
前日に実施しました場所取
元気な一年生の選手宣誓をと
だき︑あっという間に終える
もに第七一回秋季大運動会が りでは︑それぞれの家族で作 ことができました︒
戦を練り︑お目当ての応援＆
始まりました︒
まさに︑ チ
“ ーム串小︑１人
楽しかった運動会
どの競技もそれぞれが練習 休憩ポイント確保のために
の１００歩より１００人の１
の成果を発揮し︑観る側も力 と︑まさに︑家族にとっての 歩でした ︵ＰＴＡスローガン
五年 髙部 和奏
”
が入りました︒赤・白の応援 運動会は前日より始まってい 抜粋︶
私が今年の運動会で一番う 団も白熱し︑それにあわせ一 るといった様子でした︒
ご来賓の皆様方には︑地域
れしかったことは︑学級対抗 年生が一生懸命声を出してい
本番では︑スポーツの得意︑
の中の学校として︑引き続き︑
リレーで五年三組が一位にな る姿がとてもかわいかったで 不得意にかかわらず︑全ての
子どもたちの見守りや健全育
れたことです︒私は︑４番目 すね︒六年生の親子競技綱引 子どもたちが精一杯競技する
成など︑ご指導を賜りますよ
でバトンをもらいとてもきん きでは︑親の圧倒的な力の差 姿︑応援団員になってチーム
う
お願いいたします︒
ちょうしたけれど︑一位のま に少しかわいそうな気にな
の仲間を奮い立たせ︑勝利に
これからも︑親として︑子
ま︑次の人にバトンをわたせ り︑加勢にいきたい衝動に駆 向けてまとめている姿︑自分
どもの応援団として︑ＰＴＡの
てほっとしました︒長なわも︑ られました︒
の競技がある中︑それぞれの
活動や学校行事を通じて︑子
みんなで一生懸命練習したの
娘が転んで傷の手当てを受 係を引き受けしっかりと運営 どもの成長を実感しながら︑
で︑本番は︑６年生に勝てて けた後︑心配して見守ってく している姿など︑全ての子ど
共に学び〜気付き〜親として
うれしかったです︒
れていた友達と肩を並べてテ もたちが主役であった運動会 も成長して行きましょう︒
私の白組は︑ざんねんなが ントに帰っていく後姿がキラ にとても感動しました︒ご親
ら負けてしまいましたが︑み キラして︑﹁六年間早かった 族の皆様も︑子どもの成長を
んなでいっしょうけんめいが なあ﹂と︑寂しくもあり︑嬉 実感することができたのでは
んばった運動会は︑とても楽
ないかと思います︒
し
くもなりました︒
しかったです︒来年は最後の
そのような華やかな運動会
﹁みんなが主役﹂の運動会
運動会をがんばりたいです︒ は︑子どもたちの成長を感じ において︑決して忘れてはな
らないのは︑多くの支えに
られう一日となりました︒
よって実施できたということ

橋口 優羽吏

修学旅行の思い出
六年一組

修学旅行

2組

六年二組

濵嵜 姫衣
ていて︑消灯時間を
過ぎてもさわいでい
たので︑先生に注意
されました︒二日目
の自主研修では︑熊
本のことや︑熊本城
の歴史を知れて︑と
ても楽しく学べまし
た︒私は修学旅行を
ふり返って︑﹁みんな
で一緒に行動し︑周
りの人たちに気を配
り︑公共の場でおマ
ナーを守る﹂という
ことができたと思い
ます︒これから︑中
学生や大人になって
も︑この修学旅行で
学んだことを忘れず︑
生活に生かしていき
たいです︒

ごとう ゆめか

赤岩 そら
今度の遠足の行き先が動物
園だと聞いて︑わたしはとて
もわくわくしました︒
なぜかというと︑ほいく園
のときはよよく行っていたけ
れど︑小学生になってからは
あまり行ってなかったからで
す︒
楽しみすぎて︑何ども遠足
のゆめを見ました︒
ざんねんながら︑少し雨が
ふってしまったけれど︑動物
をたくさん見ることができ
て︑とても楽しい一日になり
ました︒

三年

わくわく楽しみ動物園

今日は︑二年生みんなで
かごしま水ぞくかんいきまし
た︒朝から︑とても︑たのし
みでした︒
水ぞくかんについて︑クラ
スごとにまわりました︒さい
しょにイルカショーを見まし
た︒イルカは︑黒と白の︑色
のくべつがつくことができま
す︒くろは︑ジャンプをしま
す︒白は︑口で︑水をバチャ
バチャさせます︒わたしは︑
すごいなあと思いました︒そ
して︑外にいくと︑ひとでと
なまこをさわりました︒ぬる
ぬるしたけれど︑とてもたの
しかったです︒とてもたのし
い一日でした︒

二年

秋の遠足

十月二十三日〜二十四日に修学旅行
がありました︒
一日目はグリーンランドに行きまし
た︒
﹃ＮＩＯ﹄というジェットコースター
は怖すぎて︑乗れませんでした︒オバ
ケ屋しきは︑全部行きました︒ホテル
では︑部屋のみんなでずっとしゃべっ

修学旅行

最高の思い出ができた修学旅行︒その
との絆が深まったよ
中でもグリーンランドとホテルが特に思
うに感じました︒ま
い出に残っています︒
た就寝できず︑その
グリーンランドの﹃ニオー﹄は足が宙
ときに友達とした話
に浮いていて︑スピード︑高さ︑どちら
は最高だったし︑友
もすごくて少し怖かったけど︑のり終わっ 達のふだんとは違う
た後はとても気持ちがよかったです︒
一面をみることがで
ホテルではお風呂や食事を共にし友達
きてもっと仲良くな
れた気がしました︒
この一泊二日の修
学旅行は忘れられな
い最高の思い出なり
ました︒六年生も残
り半分︑これからも
さらになかよくなっ
た友達と楽しい思い
出をつくっていきた
いです︒

荒田 名美

楽しかった修学旅行
六年三組
私は︑この修学旅行で楽しんだり︑
た︒船のはしの方に
いろいろなことを学ぶことができまし
乗ったら︑どんどん
た︒
振られ方が大きく
一日目のグリーンランドでは︑グルー なってすごくスリル
プのみんなで︑たくさんのアトラクショ
感
がありました︒
ンにのり︑公共の場のルールを守り活
二日目は︑西南戦
動することができました︒特に︑﹃バイ 争資料館へ行き︑教
キング﹄には楽しくて３回も乗りまし
科書には︑のってい
ないことまでおしえ
てもらいとてもため
になりました︒
自主研修では︑ふ
だん乗り降りするこ
とのない市電に初め
て乗り︑とても緊張
したけれど︑班長が
みんなを動かしてく
れたので無事に熊本
駅までたどりつくこ
とができました︒い
ろいろなことが初め
てだったのでたくさ
ん緊張することが
あったけれど仲間が
いたので安心して過
ごすことができまし
た︒
小学校生活の最初
で最後の就学旅行を
思う存分楽しむこと
ができたと思います︒

秋の遠足
こちらは5年生の遠足の様子

1組
3組
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さのさ集会に参加して

古川幹

串木野青年会議所 田口 雅孝
串木野青年会議所のメンバーと
して︑さのさ集会に参加させてい
ただきました︒
串木野青年会議所では︑いちき
串木野の歴史や史跡︑特産品など
を題材に制作したいちきくしきの
カルタを使った大会を毎年開催し
ています︒
参加してくれた子どもたちの中
には︑読み句を覚えている子など
もいて︑私たちの活動が浸透して
いるのを実感できる有難い機会と
いうことで︑毎年メンバーも楽し
みにしています︒
教室への誘導や司会進行など︑
子どもたちが一生懸命準備して当
日を迎えてくれたことが想像でき
ます︒かるたも実際に楽しんでく
れてありがたいです︒
会の最後に子どもたちがくれる
メダルも宝物です︒
この素晴らしい活動を︑今後も
続けていただければと思います︒

リサイクル活動
事業部長
今年度も︑事業部の活動に︑ご協力いただ
きありがとうございます︒
一回目は︑雨で残念ながら︑集まりは少な
いでしたが︑二回目は︑お陰様でたくさん集
まりました︒
年三回のリサイクル活動は︑ＰＴＡ活動の中
でも多くの方々によって成り立ち︑集荷作業
では︑各公民館の皆様︑保護者︑子どもたち
が協力し合う貴重な場になっています︒
最後に︑リサイクル活動に御協力よろしく
お願いいたします︒

リサイクル活動風景

教育にも不易と流行の
考え方が大切だ
研修部 俣木祥子
先日︑県ＰＴＡ活動研究委
託公開が日置市で行われた︒
小中学校四校の研究発表を聞
き︑ふと思い出したのが以前
お世話になった先生の言葉だ︒
各校は﹁おひさま運動﹂をも
とに研究に取り組んだせいか
として︑家族のコミュニケー
ションの増加︑ＰＴＡ会員間の
意見交流の活性化︑地域と連
携した活動の現実化などを報
告された︒また︑各校とも各
家庭でおひさま運動を実践し
てくれたからこそ研究成果が
得られたとも報告された︒運
動の一つである親子読書が家
庭で共通の話題と会話を生み︑
家庭の絆をより深めたことが
保護者のエネルギーとなりＰ
ＴＡ全体の盛り上がりにつな
がったように感じた︒
近年︑少子化・核家族化︑
保護者の働き方の多様化のた
めＰＴＡ活動の展開が困難に
なりつつある︒だからこそ家
庭教育を充実させることが子
どもたちのためだけでなく︑
時代の変化に対応したＰＴＡ
活動の展開にも必要なのでは
ないか︒
一度︑家庭教育のいう教育
の不易な原点を見つめ直して
みたい︒

一生懸命走る生徒を最後まで見守る
ラインズマンの係の児童。

音楽発表会に参加して
四年 井手上 菜音

役員・部員の皆さん︒本部で受付
など担当してくださり︑一日中頑
張ってくださいました︒

マイク係︒運動会の様子を実況し︑
大会を盛り上げてくれます︒

﹁ワクワクするな︒﹂
十一月十四日︒私たち四年生
は︑市民文化センターで行われ
た市の音楽発表会に参加した︒
私は︑今まで練習した曲をみん
なで発表することがとても楽し
みだった︒
一曲目は﹁今日から明日へ︒﹂
明るく元気な声で楽しく歌うこ
とができた︒二曲目の﹁どんな
ときも﹂は︑ばん奏をした︒お
世話になった人への感しゃの気
持ちをこめてえん奏することが
できた︒みんなとも心が一つに
なれたような気がした︒
この経験は︑私にとって忘れ
られない宝物になった︒

用具・旗・鉄砲係の子どもたち。道具を
準備したり、ゴールしたこどもたちを誘
導したりと獅子奮迅の大活躍！大会のス
ムーズな進行はこの子たちのおかげです。

11月2日、毎年恒例、さのさ集会が行われました。
この日は外部から講師をお招きし、全学年の児童が特別な授業
を楽しみました。

さのさ集会
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すんくじら

「すんくじら」は、鹿児島弁で「隅っこ」と
いう意味です。こちらでは、陰で支えてくだ
さっている方々を紹介しています。

