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混成リレー優勝 

１０月に入り、季節外れの暑い日が続いてい

ましたが、急に秋らしくなり、朝夕はめっきり

寒くなりました。校舎周辺でも色づく木々が見

られるようにもなりました。秋は文化・芸術・

スポーツ・食欲の秋などと言われ、何をするに

も良い季節ですが、子ども達も、日々の学習は

もちろんですが、市小学校陸上競技大会や交流

活動など、充実した学校生活を送っています。 
  

雲南市小学校陸上競技大会 

１０月４日（火）、大東ふれあい運動場で雲

南市小学校陸上競技大会が行われました。 

この大会に向けて、９月の上旬から体育の時

間や放課後、練習を重ねてきました。選手とし

て参加したのは、５・６年生と４年生の晴哉さ

んだけでしたが、応援として参加する３・４年

生も一緒に練習に取り組むことができました。 

壮行式と大会当日の様子については、次のと

おりです。 
 

《壮行式》 

９月３０日 

（金）、壮行 

式を行いまし 

た。応援とし 

て参加する３・ 

４年生の企画・運営によるもので、出場する選

手が、全校の思いを感じながら、大会への気持

ちを高めることができる 

とても素敵な式となりま 

した。 

 

《大会当日》 

大会当日は良いコンデ 

ィションの中、行われ、 

選手の４名は、下記の種 

目に参加しました。 

６年 和泉 奏美さん 

 ・６年女子走り幅跳び 

 ・混成４×１００ｍＲ 

６年 陶山 妃奈さん 

 ・６年女子１００ｍ 

 ・混成４×１００ｍＲ 

５年 陶山 一真さん 

４年 大谷 晴哉さん 

 ・混成４×１００ｍＲ 

 混成４×１００ｍＲで 

は、１走：一真さん、２ 

走：奏美さん、３走：妃 

奈さん、４走：晴哉さん 

とバトンを見事につなぎ、 

最後はアンカー晴哉さん 

が海潮小のアンカーに競 

り勝ち、なんと優勝する 

ことができました。タイ 

ムは、６４秒７５で、練 

習より１０秒以上縮めた 

ものでした。本校が混成 

４×１００ｍＲで優勝し 

たのは、平成２８年度以 

来ということで、６年ぶ 

りの快挙となりましたの 

で、結果発表の瞬間はみ 

んなで喜び合うことがで 

きました。リレーの練習 
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時は、辛い気持ちになることもあったと思いま

すが、一人一人が「努力」を重ね、仲間で励ま

し合って乗り越えてきた成果だったと思います。

また、応援していた３・４年生は、来年、再来

年には必ず出場する混成４×１００ｍＲに思い

を高める姿も見ることができました。 

他の種目でも、壮行式の全校の前で誓ったよ

うに最後まで全力を出し切ることができ、終

わった後は爽やかな笑顔を見せてくれました。 

 また、１・２ 

年生の朝の見送 

り応援から始ま 

った応援も、心 

をこめて行う姿 

を数多く見るこ 

とができました 

し、吉田小５・６年生と互いに応援し合い、交

流を深めることもできました。 

 

吉田ラン＆ウォークｉｎ田井 

 ９月２１日（水）、2022 吉田ラン＆ウォーク

が行われました。昨年度は、吉田地区での開催

でしたので、今年度は、田井地区で行われまし

た。この取組は、吉田コミスクの一環として行

われている保小中連携の一つであり、今回は、

吉田コミスクの運営委員会（魅力化部会）が主

体となって計画し実施されました。 

 当日は、天気にも恵まれ、田井小学校校庭に

吉田町内の小中学生が一堂に会し、小１～中３

までの縦割り班で活動しました。中学生の良き

リードでミニゲームをしたり、深野の町の決め

られたコースを走ったり歩いたり、景色の良い

場所で記念撮影をしたり、クイズに答えたりす

るなど、楽しむことができました。今回も、吉

田町内の小中学生の絆を深めながらふるさと吉

田への関心を高め、地域とのつながりも深める

取組になったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流活動 

《１・２年》 

９月３０日 

（金）、吉田 

小１・２年生 

をお迎えして、交流活動を行いました。 

１・２年生の６人は、交流に向けて、しっか

りと準備を重ねてきたので、仲間づくりゲーム

やカルタ大会、外遊びなど、みんなが楽しめる

とても良い活動になりました。１０人の１・２

年生が来てくれ、田井小の６人はとっても嬉し

そうでしたし、名前もしっかり覚え、お別れの

際には、とても名残惜しそうでした。 

 

《３・４年》 

１０月１７ 

日（月）、吉 

田小３・４年 

生と交流活動 

を行いました。 

この日は、１校時から吉田小へ伺い、吉田小

さんのお世話で自己紹介や椅子とりゲームなど

をして楽しみました。その後、いいしクリーン

センターへ移動し、ごみの処理の様子について

一緒に学習しました。さらに、民谷交流センタ

ーでは、一緒にお弁当を食べたり、ドッジボー

ルで遊んだりしました。 

丸一日、吉田小の３・４年生と過ごすことで、

交流を深めることができました。 

 

《５・６年》 

１０月１８・ 

１９日（火・ 

水）、今年度 

進めている 

「たたら体験」 

の一環で「土づくり・炉づくり」と「小だたら

操業」を行いました。今回も、鉄の歴史村地域

振興財団さんのご指導により、吉田小５・６年

生と合同で進めました。 

 前回（９月８・９日）同様、２日間続けての

合同学習となり、より一層協力して作業する姿

が見られるようになるなど、交流も益々深まっ

ていると感じました。 
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校内研究 

本校では、研究主題を「自分の思いをもち、

伝え合おうとする子供の育成～個に応じた指導

を通して～」として校内研究に取り組んでいま

す。今年度から新たに主題等を設定した取組で、 

① 児童一人一人の強みや弱みを把握し、「指導の

個別化」や「学習の個性化」を図れば、自分に合っ

た学習方法を身につけ、自信をもって学習に取り

組む児童が育つだろう。 

② 課題設定を工夫したり、自分の考えを整理し深

める方法を身につけさせたりすれば、伝えたい自

分の思いや考えをもつ児童が育つだろう。 

③ 伝え合う場や協働的な学びの場の設定を工夫す

れば、他者との交流を自身の学びに生かす児童が

育つだろう。 

の３点を研究仮説として、全学級が研究授業を

行うなど研究活動を進めています。 
 

《研究授業（３・４年学級）》 

１０月１２日（水）、３・４年学級が国語の

研究授業を行いました。 

今回は、単元『世界の家のつくりについて考

えよう 人をつつむ形－世界の家めぐり』の中

で、「観点に沿って表に整理することで、セネ

ガルの家のつくりの工夫と土地の特徴や人々の

くらしの関係について、理解することができる

ようにする。」ことをねらいにして行われまし

た。 

３人の子どもたちは、本文を理解するために、

タブレットの読み上げ機能を活用したり、分か

らない言葉をタブレットで検索したりするな

ど、自分にあった方法で学習を進めていました。

そして、それぞれで整理した内容を発表し合う

ことで、読み取りを確かなものにすることがで

きました。 

また、今回は、 

出雲教育事務所 

の玉木指導主事 

さんの訪問指導 

も受けることが 

でき、３人の授 

業を大変に褒め 

ていただきまし 

た。 

人権標語 

 先月号でお伝えした田井小人権週間の後、作

成した人権標語です。「他の人を大切にする」っ

てどんなことなのかしっかりと考えるなど、様

々な学習の成果が表れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校支援ボランティア 
この１ヶ月の間も多くの地域の方に学校に来て

いただき、子ども達の「よりよい成長」を支えて

いただきました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

《草取り・草刈り》 

９月２８日（水）には、９名の方で、学級園

やその周りの草取りと草刈りをしていただきま

した。子ども達は一緒に作業をすることはあり

ませんでしたが、お世話になる地域の方に明る

い声であいさつをする姿を見せてくれました。 

みんなきもちはちがうから  

じぶんもひともたいせつに 

１年 大島  悠生さん   

みんなでいっしょに なかよくあそぶ 

１年 金森  遥希さん   

ごめんなさい すなおにいえたら なかなおり 

１年 陶山  拓真さん   

ありがとう すなおにいえる すてきだな 

１年 堀江  直輝さん   

だいじょうぶ みんなちがっていいんだよ 

２年 小田  武さん   

人はみんなちがうから  

いいとこいっぱい見つけよう 

２年 藤原颯志朗さん 

友だちに 気持ちよくなる ことをする 

３年 堀江  将輝さん  

おうえんを されたらみんな いい気持ち 

４年 大谷  晴哉さん  

だいじょうぶ ぼくはきみの 味方だよ 

４年 堀江  聖竜さん  

うれしいな きれいな一言 ありがとう 

４年 堀江  亮二さん  

みんな大切にしたら みんなうれしいよ 

５年 陶山  一真さん  

考えて そのひとことで きずつくよ 

６年 和泉  奏美さん  

ともだちと 仲良くしよう 大切に 

６年 陶山  妃奈さん  
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《サツマイモの収穫》 

 １０月１２日（水）には、８名の方にご支援

いただき、春に植えたサツマイモを収穫するこ

とができました。 

昨年度は、事前に鳥獣対策用の柵と網の撤去

や草取りをしていただきましたが、今年度は、

子ども達も一緒に作業することができました。

上級生は、一緒に杭を抜いたり、柵を片づけた

りし、下級生も撤去した網を協力してたたむな

ど、一人一人が主体的に作業することができま

した。 

 その後、いよいよ芋ほりです。子ども達は、

指示を守れず、少々フライング気味に掘りたく

なるほど、赤く少し顔を出したサツマイモを見

つけると、一心不乱に掘り出していました。そ

して、たくさんの芋を収穫することができまし

た。子ども達にとっては、感動の多い体験とな

りましたので、この体験をもっと豊かな学びに

するために、今後、感動したことを表現したり、

収穫したサツマイモの取扱について仲間と話し

合い実践したり、地域の方へ感謝の気持ちを伝

えたりするなど活動を広げていきたいと思いま

す。 

 

入賞おめでとう 
１学期末から夏休み、２学期初めと子ども達は

数多くのことに取り組み、それに対する表彰も数

多く行いました。子ども達が様々なことに「努力」

を重ねてきた成果でありますし、子ども達一人一

人の「自分らしさ」の表れでもあると思います。

今後も、「努力」を重ねたり、「自分らしさ」を

伸ばしたりすることを通して、どんどん「自信」

を付けてほしいと思っています。 

また、島根県硬筆書写コンクールでは、「学校

賞」もいただきましたので、子ども達の学校に対

する「誇り」とそれぞれの「自信」がより高まっ

たと思います。 
 

《島根県硬筆書写コンクール》 

◆学校賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆金賞 

 ６年 和泉 奏美さん  ６年 陶山 妃奈さん 

◆銀賞 

 １年 陶山 拓真さん  ４年 大谷 晴哉さん 

◆銅賞 

 １年 大島 悠生さん  １年 堀江 直輝さん 

 ４年 堀江 聖竜さん  ５年 陶山 一真さん 

 

《雲南市読書感想文コンクール》 

◆優良賞 

 ２年 小田 武さん 

「ぼくとよくにたマックスへ」 

 ４年 大谷 晴哉さん 

「自分の思いを伝えよう」 

 ６年 和泉 奏美さん 

「挑戦することの大切さ」 

 

《雲南市科学作品展》 

◆特選 

 ２年 小田 武さん 

「おどろきミニトマトのじっけん」 

 

《税に関する絵はがきコンクール》 

◆雲南市教育長賞 

 ６年 和泉 奏美さん 

◆入賞 

 ６年 陶山 妃奈さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の主な行事予定（～1１/3０） 
＜10 月＞ 

25日(火) アスレチック体験 

26日(水) 第1回ロードレース 

     三浦スクールカウンセラー来校 

28日(金) クラブ活動【第7回】 

30日(日) ななかまどフェスタ 

31日(月) お弁当の日 

＜11 月＞ 

11日(金)  学習発表会リハーサル 

11日～17日 生活習慣作りチャレンジウィーク 

12日(土) 学習発表会 

14日(月) 振替休業日 

16日(水) 遠足（島根原子力発電所） 

17日(木) 歯科指導 クラブ活動【第8回】 

18日(金) お話を楽しむ会 

18日～24日 家庭学習パワーアップ週間 

20日(日) うんなん家庭の日 

24日(木) 第2回ロードレース ＰＴＡ全体会 

30日(水) 支援ボランティア(クリスマス飾り) 


