
 

 

                  

 

 

年末年始を元気に過ごす 
 校長 森 吉 研 一  

 ２学期の終業式を全員揃って迎えることができました。２学期は，地区と

の合同運動会に始まり，学習発表会、校内持久走大会と保護者の皆様や多く

の地域の方々に来校していただき，子供に励ましの言葉等をいただきまし

た。地域行事では，一大イベントである「やっちく松山藩秋の陣まつり」があり，本校のＰＴＡ

も出店に参加しました。私も武者行列に参加させていただきました。初めての体験であり，思い

出に残る行事の一つとなりました。 

 １２月１４日には，おやじの会の皆さんが学校の正門前に門松を作ってくださ

いました。門松を見ると年の暮れを感じ，新年を迎える準備を自分もやっておか

なければと言う気持ちにさせてくれます。りっぱな門松を子供たちも見ながら登

下校することで，新年を迎える準備をしようという気持ちになることと思いま

す。おやじの会の皆様に感謝です。 

 さて，子供たちは冬休みに入ります。慌ただしい年末年始ですから，どこに出

かけても多くの車と人で溢れていることかと思います。心配なのは，交通事故やインフルエンザ

等に罹ってしまうのではないかということです。楽しみにしているお正月を病院で過ごすことに

なったり，インフルエンザに罹ってしまい寝て過ごすことになったりして

はたいへん残念なことです。そのようなことにならないように学校でも十

分に指導しておりますが，家庭でも規則正しい生活を送り，事故防止や病

気の予防に努めさせてください。 

 それでは，保護者の皆様，地域の皆様，よいお年をお迎えください。

「ぞうきん」をいただきました 

 12 月 13 日，毎年､高齢者クラブから寄贈して

いただいている「ぞうきん」を今年もいただきま

した。児玉幸夫会長から，手作りのぞうきん,段

ボール一箱分をいただきました。毎年のご厚意

に感謝申し上げます。学期末，各学年で大掃除を

行いますが，有効に使わさせていただきます。 

 昨今，子どもたちが自

分でぞうきんを縫うとい

う経験も少なくなったよ

うです。ご家庭でも，冬休

みを利用して「ぞうきん

づくり」を一緒にしてみませんか？ 

茶業組合より「お茶」をいただきました 

例年，茶業組合より「お茶」を贈呈していただ

いておりますが，今年度も「お茶」をいただきま

した。松山町は「茶どころ」でもあります。子ど

もたちも是非，お茶に親しんでもらいたいです。

1 月には茶業組合の方々にお越しいただいて，6

年生に「親とのふれあい活動」も実施していただ

く予定です。子どもたちに，お茶の栽培がどこで

され，どのようにお茶の葉を収穫し，どのように

生産されているか，親子で見学

も良いかもしれません。茶業組

合のみなさま，ありがとうござ

いました。 
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「学校応援団」から地域の「絆」づくりへ 

第４回学校運営協議会 

昨年度より学
校運営協議会が
始まり，今年度
第 4 回の会合を
もちました。今
年度は特に「学
校応援団」につ
いて話し合いを
進め,地域人材の活用を図るための「学校応援
団リスト」の作成を行っていきましょうという
方向性で進めています。詳細について決定しま
したら，保護者・子ども会・地域のみなさまに
お知らせいたします。 

その他の内容は下記の通りです。 
○ PTA で進めていたリサイクル事業が業者の

都合により中止となった。PTA 会費につい
て,PTA 事業の見直しを行う。（準会委員制度
は将来的なもの） 
学校，保護者，地域が一体となり，大人が主

体的に関わり，子供たちの健全育成のための環
境づくりを目指していきます。 

 
学校保健委員会「我が子の SNA，大丈夫？」 
12月 5日に学校保健委員会を開催しました。参加

者 33名と,昨年度より多くの保護者の参加がありま
した。参加された方々は，熱心に参加されていまし
た。 
今回は本校の後藤和仁教諭を講師としてお願いし

「SNSの正しい使い方」を題材に講演していただき
ました。昨今，大変社会問題化しているこのテー

マ。ご家庭のお
子さんの様子は
どうでしょう
か？ 
しっかりと家

庭内でのルール
作りをしていき
ましょう。 
 

 
5 年生「トラック協会 出前授業」で 

自動車の学習 
11月 12日，５年生の「社会科学習」の一貫とし

て「「トラック協会」の方にお越しいただいて，
「「出前授業」を行
っていただきまし
た。車ができるまで
や，環境に配慮した
車のことなど，多く
のことを生の声でき
くことができまし
た。5年生児童も生
き生きと学習してい
ました。 

きれいな声音はっきりと 

「小・中合同音楽発表会」 

11月６日（水），

市民文化会館で「小

中合同音楽発表会」

があり，３・4年生

の児童が参加しま

した。少ない人数で

も，大きな声で，しかもきれいな声で発表できまし

た。来ていただいた方々から，たくさんのお褒めの言

葉をいただきました。 

 

みんな頑張った「持久走大会！ 

12月６日（水）に校内

持久走大会を行いまし

た。朝のランニングを通

して，児童は毎日体力づ

くりを頑張りました，本

番当日は，自己新記録を目指して全員頑張りました。

各学年の 1位のみ紹介します。おめでとう！ 

1年 男子 中村 瑠希 女子 脇田 美結 

2年 男子 草ノ瀬結斗 女子 野口 陽菜 

3年 男子 永田 祐太 女子 児玉 絢萌 

4年 男子 松下  蓮 女子 紙屋 美杜 

5年 男子 出水 白翔 女子 青山真梨乃 

6年 男子 末永 慈英 女子 児玉 結菜 

やっちく「秋の陣」に出店 

11月 10日，やっちく「秋の

陣まつり」が今年度も開催され

ました。本校ＰＴＡも出店に参

加しました。 

また，職員や本校児童武者行

列への参加，6年生の社会福祉協議会出店への参加協

力，様々な場面での参加をしました。 

出店では，約 5 万円強の収益を得ることができま

した。この収益は，PTA活動費

として有効に活用させていた

だきます。御協力いただいた

児童，保護者のみなさん，あり

がとうごいました。 

  



 

 

 

表彰，おめでとう！！ 

この 2 学期も，本校の多くの児童が表彰されまし

た。おめでとう！ 

ようこそ！松山小学校へ！ 

転入生を紹介します 

12月 9日（月）に都城市立縄瀬小学校より転入生

が 3 名来てくれました。パキスタン国籍のバガダー

ル・アリアム，カーン・イバラール，バハダール・

アンモールの 3兄弟です。アリアムさんは女の子で

3 年生に，イバラールくんは男の子，アンモールさ

んは女の子で 5 年生に転入してきました。3 人とも

日本語がとても上手です。文化や言葉の違いがあり，

戸惑うことが多いと思いますが，児童のみなさん，保

護者のみなさん，地域のみなさん，よろしくお願いし

ます。 

 

立派な「門松」が完成しました 

 12月 14日（土），

恒例となりました

「おやじの会」の

方々による「門松づ

くり」が行われまし

た。おやじの会会長

の紙屋健市さんを中心に，約 10名強の参加をいただ

きながら，作成しました。寒い中での外作業でした

が，今年度も立派な門松ができました。おかげをもち

まして，学校も良い年を迎えることができます。お忙

しい中，このような門松を制作していただき，心より

感謝申し上げます。 

家庭教育学級「親子工作」 

12月 14日（土）に家庭教育学級（髙

木千代絵学級長）がありました。今回

は，委員長を中心にした自主企画で，「親子工作」を

実施しました。志布志市から，佐藤隆洋氏を講師とし

てお招きし，親子で木枠づくりをしました。釘一本も

使わない技法に親子で感激しました。最近，金槌やの

こぎりを使うことが少なくなりました。この冬休み，

凧や竹馬づくりな

どに挑戦するのも

よいかもしれませ

んね。 

受賞名 受賞内容 学年 氏名

2位 市陸上記録会　女子走り高跳び 5 山下　すず

2位 市陸上記録会　女子走り幅跳び 5 青山真梨乃

県理事長賞
健康増進月間作文・兵庫コンクール

「標語の部」
5 福元さくら

努力賞 健社会科作品コンクール 6 中尾　莉彩

入選 県理科作品展 5 工藤優希菜

入選 県理科作品展 3 工藤　悠靖

5位 市陸上記録会6年男子リレー

4位 市陸上記録会6年女子走り幅跳び 6 中尾　莉彩

6位 市陸上記録会6年男子走り高跳び 6 末原　壮太

6位 市陸上記録会6年男子100ｍ走 6 大迫　楽星

5位 混成リレーオープン（男子）

特選 地区図画工作作品展 3 渡邊　喬香

入選 県図画工作作品展 3 渡邊　喬香

佳作
ヤマハ発動機「全国水辺の風景画コ

ンテスト」
佳作 辻　ひびき

優秀賞 県「家庭の日」作品展「標語の部」 5 工藤優希菜

佳作 志布志市福祉作文コンクール 2 前田　樂歌

大目付賞
大隅の國やっちく松山藩秋の陣祭絵

画コンテスト
6 大見　　歌

準優勝 やっちく剣道大会（団体）

5人抜き やっちく剣道大会（個人）

木藤優聖・末原壮太

大迫楽星・末永慈英

曲田唯人・出水白翔

高　　廉・山元朝陽

青雲館剣道

青雲館剣道6年児玉結菜

受賞おめでとう！！



 

 

 

 

きれいな花，咲いてね 

 先日，学校では子供たちと

一緒に，春咲きの花を植えまし

た。春にきれいな花が咲くよ

う，みんなでこれからお世話を

していきます。 

大きく，きれいな花がさきま

すように。 

 

外国語の授業を公開しました 

11月 15日に来年度から本格

的に小学校へ導入される「外

国語」の授業の進め方につい

て研修会がありました。志布

志市内の各小・中学校の英語

担当の先生方約 30名が来られ，6年生の外国語の授

業の様子をみていただきました。担任の中村裕樹先

生，外国語担当教諭 中村かおり先生（松山中学校 

所属），ALTのギャビーさんの 3名で授業が行われま

した。6年生の児童の，のびのびと楽しく，自分の

考えをしっかりと発表する姿に，来られた先生方が

感心されていました。 

 来年度からは，全学年で道徳科が，３・4年生に

1年間３５時間の「外国語活動」が，５・6年生に

「外国語（英語）」が 70時間，「プログラミング教

育」の大きく３つ導入され

ます。本校の先生方も全職

員で研修を深め頑張ってい

きたいと思います。 

人 権 集 会 

 12月４日から人権週間が始まり，本校でも人権週

間の取組を行いました。この週間に学級活動で「人

権」について学習したり，「標語」を一人一人の子

どもが作ったりしました。14日には,松下徳治先生

にお越しいただき，金子み

すず作「わたしと小鳥とす

ずと」を基に,一人一人の

存在の大切さについて学び

ました。 

令和初の冬休み！地域の皆様，子供

たちの「見守り」をお願いします！ 

早いもので，12月 24日（火）に二学期が終了しま

す。この二学期は「運動会」，「陸上記録会」，「持久走

大会」，「学習発表会」等々大きな行事が目白押しでし

た。この二学期，子供たちはそれぞれのめあてに向か

って頑張ってきました。行事を一つ一つ終えるごと

に，子供たちの成長が見られ大変うれしい限りです。

この二学期，保護者の皆様や地域の方々に多くのご

支援やご協力をいただきました。誠にありがとうご

ざいました。 

さて，もうすぐ冬休みになります。子供たちにとっ

てはとても楽しい冬休みですが，世の中は年末年始

の慌ただしい時期となり，「交通事故」などが心配さ

れます。また，「火災」や「金銭トラブル」，「ＰＣ等

のネットトラブル」なども心配されます。子供たちが

「安心・安全な冬休み」を過ごせるよう，保護者のみ

なさん，地域のみなさんの「見守り」を是非お願いし

たいと思います。地域全体での青少年の健全育成の

ためにもよろしくお願いします。 

19 日 PTA資源ごみ回収（９：００～）

1 水
令和２年（2020年）元旦

オリンピックイヤー
20 月 安全の日・いじめ「０」の日

6 月
官公庁仕事始め・市ジョガー駅伝

大会
22 水 松山中学校入学説明会（6年生）

7 火 七草祝い（松山神社） 全国学校給食週間

8 水 3学期始業式（午前授業） 24 金 山形研修（～27日）

家庭学習強調週間

生活リズムチェック週間 家庭学習強調週間

10 金 いじめ「０」の日・安全の日 4 火
いろは歌かるた取り大会

（予）お茶とのふれあい事業（６年）

11 土

土曜授業・親父の会主催いろは

歌カルタ大会・公民館主催鬼火

だき

7 金 第５回学校運営協議会

13 月 （祝）成人の日 8 土 だごまつり準備（３年）

14 火 租税教室（6年） 9 日 だごまつり

鹿児島学習定着度調査（5年生） 14 金
松山小入学説明会及び体験学習

（次年度松山小入学生）

15 水
授業参観・学級PTA

（※特別校時）
14 金 歴代PTA会長会

16 木 巡回図書（全学年） 18 火 第５回PTA理事会

15～16

2　　月

３～７

１～２月行事予定

1　　月

８～11

９～14

24～30


