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学校便り ９月号

平成３０年９月１４日発行 ４月に行われた全国学力・学習状況調査の結果です。 ９月３日，学校に元気
国語 A，算数 A，理科で全国平均正答率を上回りました。 な子供たちの声が帰ってき
また，活用力を問われる国語 B（-3.7），算数 B（-2.5） ました。

がやや下回りましたが，昨年度と比べると２～１ポイン 始業式では，4年生の
ト上昇しています。 ２名の代表児童が２学期の
課題は，国語：「読む能力」「書く能力」，算数：「数学 抱負を堂々と発表してくれ

約４０日間に及ぶ夏休みが終わりました。子供たちは， 的な考え方」です。授業の充実を図り，生活リズムの確 ました。また，下校時は学
全員がそろって始業式を迎えることができました。何より嬉 立と学習時間の確保など家庭との連携を進めながら，さ 校周辺の危険箇所に職員が立って，安全指導を行ないまし
しいことです。それぞれに貴重な体験を積んで暑い夏を乗り らに学力向上に努めていきます。御家庭でも，10時就寝，た。元気に，そして，安全に２学期を送ってほしいです。
切った子供たちの一段とたくましく成長した姿に頼もしさを 一日一ページ（20分間）読書等の実践をお願いします。
感じています。 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理科 市
さあ，２学期です。子供たちが学校生活のリズムを早く取 +4.0 +3.0 +2.0 との

り戻すためにも，家庭では，「早寝・早起き・朝ご飯」をよ +2.0 +2.0 +1.7 差
ろしくお願いします。自分自身の中にある「心のスイッチ」 +1.3 県
をＯＮにして，実りある２学期にしてほしいと思います。 0 0 との ９月１０日，志布志市在住の瀬戸口 聡様から日本地図
保護者や地域の皆様方には，２学期も本校の子 +2.5 +4.0 差 パズル２セットと郷土誌「志布志の地名 由来をたずねて」

供たちを温かく見守っていただき，御指導のほど +3.0 全国 を寄贈していただきました。パ
よろしくお願い申し上げます。 -2.0 -3.7 -2.5 との ズルは，板に描いた日本地図の

差 都道府県を細やかに切り抜き作
心のスイッチ 製したものです。パズルは４年

東出 義雄 生を中心に，郷土誌は図書室で
人の目は 不思議な目 活用します。
見ようという心がなかったら 見ていても見えない 8 月 26 日（日）PTA 愛校作業を実施しました。今回は 御寄贈，誠にありがとうございました。
人の耳は 不思議な耳 久しぶりにタイヤや遊具のペンキを塗っていただきまし

聞こうという心がなかったら 聞いていても聞こえない た。おかげさまで，学校 雑巾を寄贈していただきました
頭も そうだ がすっきりときれいにな 清水の民生委員、長野頼子様より雑巾を６０枚寄贈
はじめから よい頭わるい頭の区別があるのではないようだ りました。 していただきました。大切に使わせていただきます。
「よし やるぞ！」と 心のスイッチが入ると 参加してくださった皆 ありがとうございました。
頭も すばらしい はたらきを しはじめる 様，車両を提供していた
心のスイッチが 人間をつまらなくもし 素晴らしくもする だきました大隅衛生企業
電灯のスイッチが 家の中を明るくもし 暗くもするように 様・西山水道様，ありが

がんばっています 香月っ子 とうございました。 ９～１０月の行事予定
◇市水泳記録会 ＜ ９月＞
５年男子５０Ｍ自由形 １位 加籠 來愛(町原)★大会新 ２３日(日) ＜祝日＞秋分の日
５年女子５０Ｍ自由形 １位 田平こころ(香月) お願い ２４日(月) 振替休日
６年女子５０Ｍ背泳ぎ ３位 福田まり愛(清水) ＰＴＡ会長 村山 睦 ２７日(木) 運動会会場準備
６年女子５０Ｍ平泳ぎ １位 小縣 結愛(上昭和) ＰＴＡ愛校作業に御参加いただいた皆様，誠にあり （５・６年生）
５年女子５０Ｍ平泳ぎ ３位 田平こころ がとうございました。しかし，一方，今回は，「全家 ３０日(日) 秋季大運動会
５年男子５０Ｍ平泳ぎ １位 加籠 來愛 ★大会新 庭」対象にもかかわらず，参加者は 20.3％とたいへ ＜10月＞
６年女子５０Ｍ自由形 １位 小縣 結愛 ん少なかったです。人数が少ないと，参加者の負担が １日(月) 運動会振替休日
６年女子５０Ｍﾊﾞﾗﾌﾗｲ １位 村山 由依(町原) 増え，時間もかかります。子供たちの環境整備のため ２日(火) 身体計測・視力検査（1・2・3年生）
６年男子100Ｍ平泳ぎ ３位 岡田 稜士(町原) 協力をお願いします。次回は，３月１０日 ３日(水) 身体計測・視力検査（4・5・6年生）
女子200Ｍリレー ２位 福田まり愛 田平こころ (日) です。 施設部での活動となっています ８日(月)＜祝日＞体育の日

村山由依 小縣 結愛 が，これまで参加していない御家庭は，必ず １５日～２１日 家庭教育強調週間
◇健康に関する標語 参加してください。よろしくお願いします。 ２５日(木）生きがい大学との交流会(4年生）
特選 １年 石﨑 優太(駅通り) ５年 西山葵代理(稚子松)

さあ２学期 「心のスイッチ」をＯＮに！
校長 井上 貴文
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☆ がんばっています，香月っ子
◎ 市理科作品審査会
＜研究記録の部＞
特選 ２年 岡田 莉央南さん ＝＞県へ出品

５年 重信 まりなさん
６年 杉浦 陽向さん ＝＞県へ出品

＜理科採集の部＞
特選 １年 瀬尾 心遥さん
特選 ３年 瀬尾 飛翔さん
特選 ６年 下戸 一誠さん

◎ 市作文コンクール
特選 １年 さきたこうきさん ＝＞地区へ出品
特選 ３年 有村 吏央さん ＝＞地区へ出品
特選 ４年 二石 寛士さん

◎ 市図画作品展
特選 ４年 坂ノ上真子さん
特選 仲良し２年 丸山 望夢さん
特選 仲良し４年 酒匂 春輝さん
特選 仲良し４年 中元 樺恋さん
特選 ひまわり２年 森川 喜結さん
特選 ひまわり３年 浜田 知毅さん
特選 ひまわり３年 坂元 真清さん
特選 ひまわり６年 荒川 颯空さん
特選 ひまわり６年 川崎 晏史さん

◎ 健康に関する標語（志布志ブロック）
特選 １年 いしざきゆうたさん ＝＞大隅地区 入選
特選 ５年 西山 癸代理さん ＝＞大隅地区 入選

◎ 市水泳記録会
女子 50m 自由形 １位 ５年 田平 こころさん 40.31
男子 50m 自由形 １位 ５年 加籠 來愛さん 33.97 大会新
女子 50m 背泳ぎ ３位 ６年 福田 まり愛さん 45.86
女子 50m 平泳ぎ １位 ６年 小縣 結愛さん 50.95
女子 50m 平泳ぎ ３位 ５年 田平 こころさん 59.66
男子 50m 平泳ぎ １位 ５年 加籠 來愛さん 41.09 大会新
女子 50m 自由形 １位 ６年 小縣 結愛さん 37.82
女子 50m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位 ６年 村山 由依さん 43.29
男子 100ｍ平泳ぎ ３位 ６年 岡田 稜士さん 2:05.52
女子 200m ﾘﾚｰ ２位 福田まり愛さん、田平こころさん、村山 由依さん、 小縣 結愛さん 2:35.88


