
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食べっぷり」「遊びっぷり」「付き合いっぷり」の不足 

 

校長 松元 伊知郎 

 

今年も地域が育む「かごしまの教育」県民週間に，たくさんの保護者

や地域の皆様が来校してくださいました。そして，外部講師や関係機関

の方々にもご協力をいただきました。例を挙げると， 

〇 五感を生かして「食」を楽しむ出前授業（講師；的場さん【的場水

産】） 

〇 板金，左官，パン作りに挑戦し，ものを作ることの楽しさを体験す

る「目指せマイスター」プロジェクト・ものづくり体験教室（ものづ

くりマイスター） 

〇 「命の授業」（講師；がんサポートかごしま） 

〇 自転車で世界中を巡った体験談「世界を知ろう」（南さつま地域お

こし協力隊の加藤さん） 

〇 「お茶との触れ合い授業」（ＪＡ南さつま枕崎茶業センターの方々） 

〇 「地元食材のよさを知ろう～おむすび大作戦！！～」（ＪＡ南さつ

ま女性部） 

〇 「よむのび教室」（講師；南日本新聞読者センター有馬さん）・・・・・。 

外部講師や関係機関の方々は，お忙しい中を本校にお越しくださり，

様々な道具や材料を使って授業を展開し，夢のある話や体験談などを

とおして子どもたちにすばらしい時間を提供してくださいました。誠

にありがとうございました。 

１１月６日（月曜日）には，県教育委員会の島津教育委員が桜山小に

お見えになり，県民週間のポスターへの「学校賞」と個人賞を獲得した

３名の児童への授賞式を行いました。 

 

さて，１１月２日（木曜日），かごしまの教育県民週間の一環として，

１・２年生の子どもたちと桜山校区の敬老会の方々とのふれあい活動

がありました。手作りの玩具を使った遊びをとおして，お年寄りといろ

いろな話に夢中になっている子どもたちがたくさんいました。手先を

実に器用に使いながらニコニコしながら教えている「大先輩」の様子を

まねながら，子どもたちはみんな生き生きと活動していました。 

貴重な機会を作ってくださった敬老会の皆さんに感謝いたします。 

ところで，県教育委員会と県ＰＴＡ連合会が作成した「かごしまの母

の心」という小冊子には次のような文章が出ています。 

 

遊ぶことは学ぶこと 【※下線部は筆者】 

☆ 子どもの生活は，遊びである。遊ぶことによって，良い仲間ができ，

作る喜びや楽しみを味わい，創造性豊かな子どもが育つのである。 

☆ 子どもたちは，遊びの中で身体を鍛え，考える力を伸ばし，様々な

ことを学んでいく。 

☆ 子どもは，親のちょっとした遊びへの導入があれば，その遊びのお

もしろさを知り，どんどん自分のものにしていく可能性をもってい

る。遊ばせ上手な母親の子どもは，たくましく育つのである。 

☆ 子どもたちに，遊び道具を作る喜びを教えよう。笹舟・水鉄砲・竹

鉄砲，紙飛行機・竹馬・竹とんぼ・お手玉など自作のもので遊ばせる

親になろう。 

 

 現代の子どもたちは「食べっぷり」「遊びっぷり」「付き合いっぷり」

の３つが不足していると言われます。 

１つ目の「食べっぷり」については，食べ物の氾濫が返って食生活を

貧しくさせているということへの戒めです。甘いものや食べやすいも

のなど子どもが好きなものだけ食べさせていませんか。伸び盛りの子

どもには好き嫌いを許してはならない，ということを再確認しましょ

う。 

 では，２つ目・３つ目の「遊びっぷり」「付き合いっぷり」はいかが

でしょうか。 

一般的に，子どもが成長するとき出会う大切な大人は，親，教師，地

域の人や見知らぬ人たちと言われています。ここ桜山校区には，ありが

たいことにまだまだ地域の教育力が残っており，子どもたちを地域全

体で育てていこうという素晴らしい伝統があります。しかし，それでも，

子どもたちの人間関係の希薄化や豊かな体験は不足してきているよう

に感じます。そこに，子どもたちの人間関係力の低下がみられます。想

定外のことに対応できない子どもが増えてきていることや，「ギャング

エイジ」の体験がなくなり，自分たちでルールを作ったり，集団決定の

経験をしていないので，自己責任をとらない子ども，自分で判断をしな

いで人任せにする子どもが増えてきていることの原因にもなっている

ようです。 

 また，ゲームや携帯電話・スマートフォン等に熱中し，夜型の生活に

なるなど子どもの生活スタイルが乱れ，「子どもの時間は終わったでし

ょう」「宅習の時間だからテレビを消しましょう」と注意されたり咎め

られたりすることが少なくなり，大人と子どもの世界の区別が生活の

中になくなってきています。 

 現代の子どもたちは，子どもらしい「食べっぷり」「遊びっぷり」「付

き合いっぷり」が不足しています。 

 

 今後，ますます子どもたちの体験格差が大きくなっていく危険性も

あります。学校やＰＴＡ・地域の役割として，先日のようなふれあい活

動や子ども会などをこれからも意図的に実施して「体験格差」を是正し

なければならないと強く思うところです。 

桜っ子のがんばり ※裏面もご覧ください。 

第６５回 理科に関する研究記録 

市特選 ４年 田野尻 愛乃  ５年 田代 敦大 

 市入選 ２年 茅野 武志  笠茂 秀呂 ３年 猪谷 真澄 

 ３年 上迫 輝智  畠中 寧  々

 ４年 末野 広大  松野下 晴仁 

 ５年 篭原 裕太  ６年 上園 星華  城森 乃愛 

 ６年 有馬 鳳司 

市小学生陸上記録会 

 100ｍ走１位   ６年男 上園倫太郎 ６年女 立石 藍  々

     同１位  ５年女 大園 陽菜美 

      同２位   ５年女 前田 夏月 

 走り高跳び１位 ６年男 上園倫太郎 ６年女 有村 陽詩 

     同１位 ５年男 篭原 裕太 ５年女 上村 優奈 

     同３位 ６年男 万田 龍海 ５年女 前田 夏月 

 走り幅跳び１位 ５年女 大園 陽菜美 

     同２位 ５年男 新留 虎介 

 60ｍ障害走１位 ６年女 茅野 菜  々

 800ｍ走２位     ５年女 福元 優 

    同３位   ６年女 茅野 菜  々

 1000ｍ走１位  ６年男 下竹 大翔 

 400ｍリレー１位６年男 上園倫太郎，下竹大翔，万田龍海，上窪倫功 

       １位５年女 前田夏月，上村優奈，大園陽菜美，福元 優 

       ２位６年女 茅野菜々，立石藍々，篭原 舞，上園星華 

       ３位５年男 新留虎介，水野徳人，篭原裕太，若松龍心 

 短縄持久跳び３分達成 ６年 水流 聡駿  油井 美咲 

   ５年 有馬 美優  猪谷 優花  篭原 琴乃  川野さくら 

      中村 優香  前田 花海   
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11 月行事予定 
１１日（土）  学習発表会 
１３日（月）  ベルマーク週間（～１７日） 
１４日（火）  市学校音楽祭（４年生出場） 
        家庭教育学級「アロマ」のある生活 19:30～ 
１７日（金）  Ｂ校時 小・中合同あいさつ運動 
２３日（木）  生活リズム調査 家庭学習強調週間 
２４日（金）  Ｂ校時 第２回学校保健委員会 
        市人権問題啓発研修会 
２５日（土） ＰＴＡバザー準備 ２６日（日）ＰＴＡバザー 
２９日（水）  校内人権週間（～１２/３） 

1２月行事予定 
１日（金）  校内持久走大会 学級ＰＴＡ 
５日（火）  貯金日 
９日（土）  人権集会（男女共同参画学びの広場） 

１３日（水）  地震体験車による防災出前授業（５・６年） 
１４日（木）  租税教室（６年生） 
２１日（木）  ２学期給食終了 
２２日（金）  終業式 
２８日（木）  仕事納め 



  桜っ子のがんばり   

第５１回枕崎市総合文化祭 

硬筆・書道の部 

〈金 賞〉 

２年 高橋 海人  ３年 大工園隼翔  ６年 内 彩音 

５年 前田 夏月 

〈銀 賞〉 

 １年 下園 萌生  ２年 山下 七海  ２年 前田 帆海 

 ２年 宮路ここな  ３年 神園 健翔  ３年 板敷ひなの 

 ４年 濵田 紗耶  ４年 白澤 朱莉  ５年 川野さくら 

 ５年 吉嶺こころ 

絵画の部 

〈金 賞〉 

 １年 岩下 優莉  ２年 高橋 怜生  ３年 今給黎柾宗 

 ４年 前田 花夏  ５年 新留 虎介  ６年 下竹 大翔 

〈銀 賞〉 

 １年 﨑村 癒愛  ２年 宮路ここな  ３年 田代虎次郎 

 ３年 大工園隼翔  ４年 緒方 里彩  ６年 有馬 凰司 

 ６年 篭原 舞 

〈銅 賞〉 

 １年 有村 琥詩  小園 巧  塚田 珠哩  山神 暁 

 ２年 油井 一誠  原田 彩良  西村 凜奏  

    茅野 武志  高橋 海人  橋口 隆生 

 ３年 板敷ひなの  上村 和叶 

 ４年 末野 広大  山下 大翔  岩下 恭哉 

 ５年 今村 漣果  篭原 裕太  茶屋道ひなつ  中村 優香 

 ６年 畑野 輝   岩下 誠琉   

 

平成２９年度社会科作品コンクール 

〈入 選〉 ５年 山下さくら 

 

平成２９年度南薩地区植樹祭テーマコンクール 

〈優秀賞〉 ６年 高橋 愛人 

    「 うけつごう 緑あふれる 美しいふるさと 」 

 

 

平成２９年度市読書感想文コンクール 

〈特 選〉 

１年 池田 桜花  ３年 猪谷ますみ  ５年 下村 花笑 

〈入 選〉 

 １年 猪谷 優介  ３年 今給黎柾宗  ４年 緒方 里彩 

 ５年 大園陽菜美  ６年 立石 藍  々  城森 乃愛 

 

 

 

平成２９年度人権に関するポスターコンクール 

〈入 選〉 ５年 吉嶺こころ 

 

 

第９回緑茶図画コンクール 

〈金 賞〉 ３年 上村 和叶 

〈銀 賞〉 ３年 中村 莉緒  ５年 中村 優香 

〈学校賞受賞〉11/20～12/3 枕崎お魚センターにて展示有り 

 

 

平成２９年度薬物乱用防止絵画コンクール 

 〈第十管区海上保安本部長賞〉 ５年 前田 夏月 

 〈鹿児島学校環境衛生学会賞〉 ５年 茅野 勇治 

          〈特 選〉 ６年  内  彩音 

 

 

平成２９年度ＪＡ共済交通安全ポスターコンクール 

 〈銅 賞〉５年 茅野 勇治 〈佳作〉３年 上村 和叶 

 

 

第 18回未来に残そう青い海・海上保安庁絵画コンクール 

〈第十管区海上保安本部長賞〉   ５年 福元 優 

〈海上保安協会南九州地方本部長賞〉５年 吉嶺こころ 

 上記２作品12/12～12/26 山形屋３階ブリッジギャラリーで展示 

 〈海上保安協会山川支部長賞〉   ５年 田代 敦大 

 

 

第 29 回ＭＯＡ美術館児童作品展「絵画の部」 

 〈MOA美術館奨励賞〉  ５年 吉嶺こころ 

 〈枕崎市教育委員会賞〉  ６年 茅野 菜  々

 〈南溟館長賞〉      ４年 内  結奈 

 〈金 賞〉        １年 岩下 一華 

 〈銀 賞〉        １年 今給黎 樹 ５年 有馬 美優 

 〈銅 賞〉 １年 今給黎 直路  ３年 長野 愛梨 

       ４年 上園 まりん  ４年 山下 大翔 

 〈入 選〉 １年 立石 実緑  ３年 中村 莉緒 

       ４年 濵田 紗耶  ６年 下竹 大翔 

 

 

笠沙アートフェスティバル in南さつま児童生徒美術展 

 〈薩摩酒造賞〉     ５年 上村 優奈 

 〈ぺんてる株式会社賞〉 ５年 吉嶺こころ 

 〈入 選〉 １年 下園 萌生  ３年 上村 和叶 

   ６年 有村 陽詩  ６年 茅野 菜  々  ６年 城森 乃愛 

 

 

平成２９年度地域が育む「かごしまの教育」 

県民週間「ポスター原画」の部 

 〈優秀賞〉 ３年 台場 羅夢 

 〈特 選〉 ５年 吉嶺こころ 

 〈入 選〉 ３年 木浦 芯 

 〈学校賞受賞〉 県教育委員会教育委員による表彰有り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度「家庭の日」絵画・ポスターコンクール 

 〈優秀賞〉 ５年 福元 優 

 〈優良賞〉 ３年 茅野 真琴  ５年 前田 夏月 

       ６年 城森 乃愛 

 〈努力賞〉 ２年 茅野 武志  ２年 橋口 隆生 

       ３年 上村 和叶  ５年 吉嶺こころ 

 〈最優秀学校賞受賞〉 

 

 

平成２９年度０「新酒まつり」書道展 

 〈白波賞〉 ５年 吉嶺こころ 

 〈銅 賞〉 ４年 白澤 朱莉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


