
「最後まで 仲間と団結 みんな輝け 奄美っ子」（本年度スローガン） 

 残暑厳しい中，子どもたちは，コロナの感染対策や熱中症予防を入念にしながら，運動会の練習

に励んでいきます。今年度もコロナ禍のため，様々な制限のある中ですが，是非来校して，子ども

たちが精一杯競技したり，演技したりする姿をご覧いただき，励ましの声援を送ってくださるよう

お願いいたします。 

＜第９８回秋季大運動会＞ 

１０月２日（日） ※小雨決行，雨天順延 

   ８：３０ 開会式開始予定（ ８：４５ 競技開始予定） 

１１：４０ 閉会式終了予定（１１：２３ 競技終了予定） 

＜保護者の皆様へのお願い＞ 

◇ 学校敷地内は，全面禁煙・禁酒です。 

◇ 当日，校内や学校周辺に駐車場・駐輪場はありません。 

◇ マスク着用，手指消毒等，御協力ください。 

※ 保護者の来場者を一家庭 2 名までとしていますが，未就学児はこの 2 名には含みません。 
 

                             

令和４年９月 22日発行 

校訓…強く 正しく 最後まで 

                               児童数 男子 197 人 女子 171人 計 368人 

                                           （Ｒ４.９.１現在） 

 

【１０月の主な行事予定】 

 １日（土） 土曜授業 

 ２日（日） 第９８回秋季大運動会 
 ３日（月） 振替休日 
 ４日（火） 身体計測(低),視力検査(6 年) 
 ５日（水） 身体計測(中),視力検査(5 年) 
 ６日（木） 身体計測(高),視力検査(4 年) 
７日（金） 視力検査(3 年)，避難訓練 

１１日（火） 視力検査(2 年) 
１２日（水） 視力検査(1 年) 
       4 年生泥染め体験学習 
１８日（火） 6 年生修学旅行（20 日まで） 
２１日（金） 6 年生休養措置日 

２４日（月） ５年生マングローブパーク見学 
２６日（水） 市小学校陸上記録会(６年のみ) 
 
◇歯っぴい週間  ＜ ４日(火)～ ７日(金)＞ 
◇生活リズム点検 ＜ ７日(金)～1３日(木)＞ 

【１０月の生活目標】 
☆ 時間を守ろう。 
【１０月の保健目標】 
☆ 目を大切にしよう。 
【１０月の給食目標】 
☆ 好き嫌いなく何でも食べよう。 

奄美市理科作品展（特選のみ） 

【研究記録の部 特選】 

1年 兒島 萌乃花 1年 城山 春     
2年 城山 奏   3年 元 優誠  
4年 下釜 陽仁  4年 大野 志歩      
5年 曽根 七海  6年 冨田 歩夢 
【貝殻採集の部 特選】 
3年 有水 悠人  3年 谷口 漣 
3年 池田 優孝  3年 田島 海跳 
3年 赤井 亮太  3年 根本 すみれ 
3年 前田 一   3年 益満 彩芽 
4年 野田 啓太郎 5年 作田 空真   
5年 前田 琉翔  5年 盛 心音    
6年 巴 颯輝   6年 西村 漕太   
6年 清田 創司 

田中一村記念スケッチコンクール 

【優秀賞】 
1年 堀 有紗 
【入選】 
1年 兒島 萌乃花  2年 竹下 侑依     
3年 元 優誠    3年 稲村 望乃華  
3年 平田 みれい  3年 堀 美咲 
4年 中島 歩夢   5年 池田 蒼 
5年 水元 奏人   5年 大野 志歩  
5年 曽根 七海   6年 竹山 ひな 
6年 西村 漕太 

２学期は，多くの学校行事が計画されています。学校行事の取組を通して子供たちは，協調性や協

力心を養い，学級や学年の絆を築き，結果，学校全体としてのまとまりが形成されます。コロナ禍の

中，感染対策等，工夫改善しながらで実施していきたいと考えます。保護者の皆様の御理解と御協力

をお願いいたします。 

県図画作品展奄美市審査（特選のみ） 

1年 木佐貫 結人  1年 和田 裕真 
3年 福島 颯馬 

県児童生徒作文コンクール奄美市審査会 
（特選のみ） 

1年 有薗 慶悟  1年 曽根 祥太郎  
2年 久保 朔太郎 2年 松元 真央 
3年 赤井 亮太  4年 大流水 愛理  
3年 清田 航司  3年 有水 悠人 

4年 染谷 ゆい  4年 中島 歩夢  
5年 曽根 七海  5年 大水流 悠斗 
5年 新城 流花  6年 寺田 凛音   

タブレット，スマートフォン等でのネットゲームや動画視聴，インターネットの利用が子供たちの

間でもしばしば話題になっています。今の時代，ＩＣＴの活用は欠かせないかもしれませんが，生活

が不規則になったり，ネットトラブルに巻き込まれたりすることが懸念されます。 

インターネット等の利用について，御家庭でも話し合い，親子で決まりをつくり， 

保護者の管理・指導のもと，適切な利活用を図っていただくよう，よろしくお願 

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美小 学校だより 

   奄 美 子 

いいこといっぱいの２学期に 

学校長 中村 勝  

 ２学期が始まり，９月は台風の心配が絶えないスタートになりましたが，学校では子供たちと先生

方が，計画的に運動会の練習をスタートしてくれています。始業式では，２名の児童が，あやまる岬

での思い出や，コロナに気をつけたこと，２学期にがんばりたいことなどをしっかりと発表してくれ

た後，私からは２つのお願いをしました。 

（１つめのお願い） 

 ２学期は，みんな一人一人が主役になってたくさん活躍する学期です。運動会や学習発表会など精

一杯がんばれるように，早く生活リズムを整えましょう。 

（２つ目のお願い） 

 ２学期は，先手あいさつをがんばってみましょう。元気よく自分から進んであいさつすると自分も

相手も気持ちよくなります。校長先生もできないことがあったりしますが，頑張ります。 

 御家庭でも２つのことがしっかりとできるように声かけや励ましをよろしくお願いします。 

 

 さて２学期も，子供たちのたくさんの「いいこと」を見ることができ，元気をもらったり，うれし

い気持ちをもらったりしています。 
 
・あるとき，低学年の子が，「靴が落ちていたよ」と教えてきてくれました。靴箱には片一方が残っ

ているはずだねと一緒に探してくれました。ありました，ありました。片一方の靴があって直して

あげていい気持ちになりました。  

・教育委員会から鹿児島国体用の花苗が届き，すぐ運ぶのを 

手伝ってくれる子供たちがいました。 

・朝や校外でもあいさつをがんばってくれる友達もいます。 

・水掛を頑張ってくれている人もいます。 

・運動会の練習が始まりましたが，奄美小学校の子供たちの 

八月踊りは素晴らしいです。六調だいこや三味線，八月踊り，子供たちがしっかりと覚えて取り組

めています。うれしくなりました。運動会も楽しみです。 

 これからも，いいこといっぱいの２学期がたくさんになるように取り組んでいきます。 

 

     


