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伝統ある行事への参加を通して

「体をきたえ，ねばり強い子」
校長 小島 ユキヱ

例年にない暑さの中で挙行した１４０周年記念秋季大運動

会。子どもたちは，残暑の中で一生懸命に練習した成果を発揮

してくれました。今年は，創立１４０周年ということから例年

は，旧開聞中正門に作成していた緑門を全ての子どもたちがく

ぐることを目的とした入場門と退場門にしようと

の皆様が作成してくださいました。また，記念種目として，地

区対抗綱引き種目優勝チームの皆さんと５・６年生の子どもた

ちが綱引きを行いました。「伝統を引き継いで」という種目名

にふさわしい名勝負をしていただき，会場全体が沸きました。

運動会の後始末まで保護者の皆様の御協力をいただき，すがす

がしい気持ちで運動会を終えることができました。ありがとう

ございました。

また，10月８日に開催された第 24回防犯綱引き大会では，

５・６年生の児童が学校代表として参加し，見事開聞Ａチーム

が３位に入賞しました。今年は，始業前の自主練習を７月から

始め，９月は運動会の練習と並行して取り組んできました。「開

聞小の綱引きの姿勢は素晴らしい」と多くの方々からおほめを

いただく伝統の開聞スタイル。今年も子どもたちは，伝統の姿

を見事に引き継いでくれました。心を一つにして最後まであき

らめずに綱を引いた子どもたちに感動をもらいました。会場に

駆けつけ一緒に応援してくださったたくさんの保護者や地域

の皆様にも感謝申し上げます。

さて，10月 16 日（日）は，ほぜ相撲大会です。今年は，日

曜日開催となり授業としての参加ではありませんが，保護者の

皆様のご理解により例年と変わらない多くの

加します。相手に体をぶつける激しいスポーツですが枚聞神社

の土俵で開聞の子どもとして伝統行事に参加した体験は，きっ

と良い思い出になると思います。参加した子どもたちに温かい

声援をよろしくお願いします。

このように子どもたちは様々な体験を通して，スポーツでは

本番までに練習に継続して取り組むことや

でやり抜く心が大切なことを学んでくれたと思います。たくま

しい体つくりは，「よく食べ，よく眠り，よく動く」ことから

だと思います。たくましく生き抜く体を作るためにはまずは，

「早寝・早起き・朝ご飯」からスタートして行きましょう。

あ いさつは心をこめて元気よく
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４月19日に６年生児童を対象に実施した全国学力学習状況調査の結果は以下の通りです。

(1) 国語Ａ・Ｂ及び算数Ａ・Ｂの結果について（Ａは主として知識、Ｂは主として活用）

どの教科も昨年度を上回っていますが，県平均及び全国平均には達していません。

語については全国平均との差が大きくＡでは「書くこと」，Ｂでは「書くこと」及び「話す

こと，聞くこと」の正答率が低く，今後更に指導法を改善し，授業や家庭

や発表の場を増やして学力向上を図る必要があります。算数は，全国平均に近づきつつあり

ますが，Ａではわり算や小数の計算などの「数と計算」や割合の計算などの「数量関係」の

正答率が低いです。算数科は，４年生以上の学年で少人数加配担当と担任の二人で少人数に

分けた学習に取り組んでおりますが，さらに下学年から個に応じた指導を推進し，全ての子

どもが「分かる・できるようになる」指導法改善に取り組んでまいります。

(2) 児童質問紙の結果について

言語活動・将来・家庭学習・指導状況の４つの観点における８５項目の質問内容に

もたちが回答した結果は，以下の項目が特に全国との差が大きいでした。

● 自分にはよいところがあると思いますか。

● 学校の授業以外に，普段1日当たりどれぐらいの時間勉強しますか。

● 友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか。

また，特に全国を上回っている項目として以下の項目がありました。

◎ 今，住んでいる地域の行事に参加していますか。

◎ 将来の夢や目標を持っていますか。

◎ 家の手伝いをしていますか。

これらの内容は，結果の一部ですが，学校では結果を詳細に分析し，子ども達の学習意欲を高め

るようなわくわくする授業を日々 実践するために校内研修の充実や職員一人一人の自己研鑽に努め

てまいります。
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秋晴れのすばらしい天気に恵まれ

片付けなど多大な協力をいただき，計画通

とうございました。どの学年も短距離走

命に取り組みました。また，紅白の応援

まりのある力強い応援を披露してくれました

り，思い出に残る素晴らしい運動会になりました

選手入場

＜平成２８年度全国学力学習状況調査
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ほぜ相撲に向けて，学校内にある土俵を
丸新建設，永吉建設の皆様に整備をしてい
ただきました。これまでは草が
場所に砂を入れ，綱で円を作り，立派な土
俵ができあがりました。子どもたちが相撲
の練習に意欲も持って取り組むことができ
ます。ありがとうございました

指宿市食生活改善指導員の方々に来ていただき，１年生児童と

保護者が一緒に調理・試食をしながら，「食育」について考える学

習を行いました。子どもたちも

ができる作業をしながら，いなりず

しや豚汁など

あがりました。健康によい食生活習

慣を身に付け，元気に学校生活を送

ってほしいと思います

１日（火）

２日（水）

３日（木）
４日（金）
５日(土)・
９日（水）

１２日（土）
１６日(水)・１
２３日（水）
２４日（木）
２６日（土）
２７日（日）

ーるを守って交通安全 い っしょうけんめいそうじをしよう

【貝採集の

１年 坂元怜夢也

２年 新吉

まれ，保護者や地域の皆様の参加や応援，準備や

計画通り無事実施することができました。ありが

短距離走や表現，団体種目など各種目に楽しく一生懸

応援も，応援団を中心にしてよく練習をして，まと

してくれました。開聞キッズ一人一人の力が一つにな

になりました。
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全国学力学習状況調査の結果について＞

１１月１日
地域が育
ちょっと学校
来てください

選手宣誓
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紅白対抗綱引き
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丸新建設，永吉建設の皆様に整備をしてい
ただきました。これまでは草が生えていた
場所に砂を入れ，綱で円を作り，立派な土
俵ができあがりました。子どもたちが相撲
の練習に意欲も持って取り組むことができ
ます。ありがとうございました。

指宿市食生活改善指導員の方々に来ていただき，１年生児童と

保護者が一緒に調理・試食をしながら，「食育」について考える学

習を行いました。子どもたちも自分

作業をしながら，いなりず

しや豚汁などのおいしい料理ができ

あがりました。健康によい食生活習

慣を身に付け，元気に学校生活を送

ってほしいと思います

） 学校自由参観 ６年生グランドゴルフ大会
人権教室

） 学校自由参観 ５年生収穫祭 ALT 来校
個別懇談週間（～15 日）

） 祝 文化の日
） 学校自由参観 ３年生収穫祭
・６日(日） 開聞地域文化祭
） 市音楽発表会

１２日（土） 創立１４０周年記念学習発表会
・１７日(木) ６年生修学旅行（鹿児島・熊本）
） 祝 勤労感謝の日
） ふれあい給食
） ＰＴＡバザー準備

日（日） ＰＴＡバザー

っしょうけんめいそうじをしよう こ とばづかいはていねいに

＜１１月の目標＞
・ 礼儀正しくしよう
・ みんなにわかりやすく発表しよう
・ 心の健康について考えよう

☆ 市理科作品審査会
【植物採集の部 特選】

４年 髙橋佳蓮 ４年 細山田ひより

４年 本田葵彩 ４年 山﨑ななか

の部 特選】

坂元怜夢也 ２年 牛之濱涼太 ２年 小川愛心

新吉あみ ３年 堀暁仁 ５年 小川凜恩

日（火）～７日（月） は
育む「かごしまの教育」県民週間 です。
学校に寄ってくださり，子どもたちの様子をぜひ見に

てください。子どもたちの笑顔が皆さんを待っています。


