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長かった夏休みが終わりました。水田の稲穂も色づき秋の気配を感じます。学校は、運動会

をはじめ、集合学習や宿泊学習など多くの行事が行われる２学期を迎えました。

さて、コロナ禍での３回目の夏休みとなりましたが、今年の夏休みは田中の子供たちの頑張

りが光りました。裏面にも紹介しましたが、図画作品展や硬筆展、作文コンクールなどで多数

入賞し大変高い評価をいただきました。また、理科や社会科の自由研究にも積極的に取り組ん

。 。で入賞した子供もいました 全ての作品に子供たち一人一人の思いや願いが込められています

たくさんの作品の中から、市の特選にも選ばれた二人の作文を紹介します。

残念ながら入賞を逃した作品もありますが、夏休み中、こつこつ頑張った子供たち全員が努力

賞だと思います。実りの秋・充実の秋、そしてそれぞれの秋がますます楽しみです （なお、。

、 「 」 。）二人の作文は 伊佐市が発行する 詩文集 に掲載されますので全文はそちらをご覧ください

明治７年（1874年）田中小学校の前身、市山小学校が創立されてから、❖2024 田中小創立150年❖

令和６年で創立150年を迎えます。

〈その7〉

昭和28年４月 黒園分校設置

６月 校舎改築、電話敷設、水道施設改修

11月 創立80周年記念式典、階段舗装、気象観測施設

中山校区に大口営林署の事務所が設置されたことから開設されま

したが、事業の閉鎖とともに昭和35年に廃校となりました。

「しゃべらなくても」 １年生の安部栞歩君は手話との出会いや練習を通して感じたことなどを作
文にまとめました。一部抜粋して紹介します。

ぼくは、おかあさんのおともだちにさそわれて、しゅわをならうかいにさんかしたとき、はじめてしゅ
わをしりました。ゆびがどんどんうごいていくのをみて「ゆびあそびみたいでたのしそうだな」とおも
って、わくわくしました。～途中略～ おかあさんが、「これからも、いっしょにしゅわをがんばろう
ね。」と、やさしくいってくれました。しゅわには、いろいろなうごきがあってとてもむずかしいけ
ど、がんばりたいです。そして、しゃべれなくても、しゅわやひょうじょうで、いろいろなひととおは
なしがしたいです。

「ぼくの伊佐米」 ４年生の有木真斗君は米作りの手伝いを通して、伊佐米への思いや将来への夢
を作文にしました。後半部分を紹介します。

ぼくの住む伊佐市は、伊佐盆地といって朝晩と日中の気温差が大きい気候の特徴があります。そし
て、伊佐は、山に囲まれているため、きれいで冷たい水が豊富です。伊佐の農家は、高齢の方を中心
に、先祖代々の土地を守り、愛情を込めておいしい伊佐米を作っています。お父さんやおじいちゃん
が作った新米は、さらさらしていて透明感があり、とてもきれいでおいしそうです。十月の終わり頃
の稲刈りのことを考えると今からわくわくします。ぼくも大人になったら、お父さんやおじいちゃん
が大切に守ってきた田んぼを受け継ぎ、おいしい伊佐米を作りたいです。そして、ぼくの作った伊佐
米を家族やたくさんの人に食べてもらいたいです。



＝県図画作品展伊佐市審査会結果＝
【特選】
１年 西園 結珠 「ぞうさんにあったよ」
２年 栗須 千晶 「トノサマバッタがいたよ」

→地区審査へ
２年 平瀬 結愛 「トノサマバッタ見つけたよ」
２年 山元 陽太 「カナヘビ見つけたよ」

「 」３年 中間 典汰 でかいぞ！鹿屋航空基地の飛行機
４年 岩元 悠真 「ぼくたちを守ってくれる神社」
４年 宮下 耕輔 「郡山八幡神社」
４年 山元 幹太 「大きな神社」
５年 横山 颯祐 「楽しいプール」
５年 森 瑛太 「おおきくなったぞ りっぱな木」
５年 植元 由彩 「みんなのパソコン室」
６年 岩元 愛華 「思い出いっぱい田中小」
６年 岩元 紗衣 「木材運び」

＝南日本硬筆展審査結果＝

【推薦】

２年 内田 燈李 ５年 脇迫 麻穂

【金賞】

３年 小山 遙愛 ３年 久保田 桔望

３年 橋口 七海 ３年 五百路 心晴

５年 森 瑛太 ５年 植元 由彩

５年 福岡 涉 ５年 中間 星那

６年 岩元 愛華 ６年 岩元 紗衣

子供たちの作品や練習の成果が次のように表彰

されました。おめでとうございます！

＝伊佐市水泳記録会結果＝
７月26日（火）に市営プールで市水

泳記録会が行われました。保護者の皆さ
んの応援がない中ではありましたが、子
供たちは頑張りました。６位までは賞状
があります。
【５年男子50ｍ背泳ぎ】

2位 横山 颯祐 １分６秒１
【５年男子50ｍ平泳ぎ】

４位 鹿島 琉聖 １分20秒９
【５年男子50ｍ自由形】

２位 横山 颯祐 44秒９
【５年女子50ｍ平泳ぎ】

４位 薮野 愛依 １分17秒２
【６年女子50ｍ平泳ぎ】

１位 松山 苺愛 57秒７
【6年女子50ｍ自由形】

１位 松山 苺愛 41秒５
５位 岩元 愛華 49秒６

【６年女子50ｍ背泳ぎ】
４位 岩元 愛華 １分４秒９

大会結果だけではなく、名前を呼ばれ
た際の挙手・返事・礼も素晴らしい姿で
した。また、応援をする姿も素晴らしか
ったです。田中小の代表として立派な姿
を見せてくれました。

＝第２回愛校作業＝
８月28日は、早朝から愛校作業を実施しまし

た。二学期の開始、運動会に備え、校庭を中心
として作業をしていただきました。

おかげさまで、すっきりとした環境となり、
。気持ちよく子供たちを迎える準備ができました

保護者の皆さ
ん、4年生以上
の子供たち、校
区コミュニティ
の皆さんに御協
力をいただきま
した。いつも学
校のためにあり
がとうございま
す。 【朝日を浴びながら愛校作業】

９月行事予定
１日 木 始業式、PTA理事会(18:30～)（ ）
７日 水 家庭教育学級、学級PTA※中止（ ）

１０日 土 土曜授業（ ）
１３日 火 市あいさつ運動（ ）
２４日 土 おやじの会緑門作り(13:00)（ ）
２５日 日 秋季大運動会（ ）
２６日 月 振替休日（ ）

１０月行事予定
４日 火 避難訓練（地震・火災）（ ）
６日 木 第4回PTA理事会（ ）
８日 土 土曜授業（ ）

１７日 月 第1回PTA役員選考会（ ）
２１日 金 ６年生集合学習（菱刈中）（ ）
２６日 水 ５年生集合学習（田中小）（ ）

市陸上記録会は、記録申告制となりました。

＝県児童生徒作文コンクール伊佐市審査会結果＝
【特選】
１年 安部 栞歩 「しゃべらなくても」→地区審査へ

「 」３年 廣原 優衣 クロールを泳げるようになりたい
４年 有木 真斗 「ぼくの伊佐米」 →地区審査へ
5年 鹿島 琉聖 「責任ある行動を」
【入選】
２年 栗須 千晶 「こころのメトロノーム」
６年 島畑 柊人 「思いやりとは」

＝伊佐地区社会科作品展＝
【特選】
６年 岩元 愛華
「 」新聞で発見！！私が知らない鹿児島県

→県審査へ

＝伊佐市理科作品審査会＝
＜自由研究の部＞
【特選】
４年 岩元 悠真

「ニホントカゲのしっぽが切れた！何日で生えてくるのか？」
→県審査へ

【入選】
６年 國武 あかり

「野菜は水にうく？しずむ？」
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