
たくましい“かごしまっ子”の育成（体力の向上・気力の充実・仲間づくり・
保護者の力・地域の力が伝わる運動会・体育大会）
9月 5日(土）高校体育祭 晴天に
9月13日(日）４市中学校体育大会 恵まれ，
9月27日(日）南九州市小学校運動会 全校
10月4日(日）枕崎市・指宿市・南さつま市小学校運動会 無事終了！
【保護者・地域の力にありがたさ】
緑門・得点板・駐車場誘導・種目参加と，運動会・体育大会を支えている力の素晴らしさを感じました。保護者や地域の方々の参

加が多く，とても楽しそうに子どものために力を尽くしている雰囲気がすべての場所にあふれていました。
【親と子のつながり，地域とのつながり，教師と保護者とのつながり，教師同士のつながり】
教師のおそろいのポロシャツだけでなく，保護者のスタッフシャツも多くの学校で見られ，と

もに歩んでいる雰囲気を感じました。また，保護者も各地域のメンバーシャツに身を包み，児童
生徒の手本となるべく一生懸命競技に取り組み，体力向上の意識の高さも実感しました。また，
保護者と児童生徒の仲の良さが伝わる種目にほほえましく感じました。心がつながっていること
に何より感動します。

【競技を支えている一生懸命でひたむきな姿（役員と応援の姿から）】
役員として，自分の係に責任を持ち，集中しながらその競技を見守っている

姿は感動します。役員入場も多数の学校で見られました。また，競技を行って
いる選手に声をからして，「頑張れー」とみんなで一生懸命応援をしている姿に
は，学校の力強さを感じました。この姿が運動会・体育大会の醍醐味と思いま
す。みんなで作り上げた運動会・体育大会にさわやかな風が吹いていました。
【体力向上の継続した取組の発表の場】
走力の向上を目指し，走る距離を伸ばしたり，組体操の充実，リズムダン

スの工夫，集団行動の披露，ラジオ体操の徹底等を図ったりする中で，集団

の力や個の力を様々な場面で発表していました。チャレンジかごしまの継続

的な取組の発表として種目に組み入れた学校もありました。

運動会・体育大会当日，教職員・保護者・地域が一体となった一日になり

ました。また，安全に配慮した計画や環境整備が数多く見られました。全ての学校に楽しい笑顔があふれていました。感動しました！！

絶対許されません！

飲酒運転及び速度超過等の交通法令違反

これから年末年始に 深酒をしない。させない。
かけて飲酒の機会が → 車に乗って行かない。
増えます その日は勿論，翌朝が…

※ 児童生徒に説明できますか？ その行為が，
児童生徒と家族を悲しませます。

このぐらいはよいだろうとスピード違反をしてい
ませんか。

⇓
たまたま捕まったのではなく，いつもそのような
運転をしているのではありませんか？

制限速度には意味があります。
（学校が近くにある。路地が多い。など）

※ 重大事故につながります。起こしてからは遅い。
一生，重い責任を背負うことになります。

たくましいかごしまっ子育成に向けての
取組の充実を！
※体力運動能力調査の分析・推進プランの成果と見直し
※運動習慣の確立（週７時間以上の意識付け）及び体力の
二極化：体力運動能力調査総合評価Ｄ・Ｅの児童生徒へ
の対応
○ 教科体育の充実（運動量の確保＋課題の共有化）
・楽しみながら技能を身につけさせる指導の工夫
・思考を高め，目標達成への意欲を高める指導の工夫

○ 教科外体育の充実（チャレンジかごしまへの取組・
外部講師の活用・遊具の確保・掲示板の活用等）
→ チャレンジかごしまの継続した取組
小学校前期 24校（48％）・114学級（35.2%)申告
小学校後期：１月15日(金)まで
中学校新規：12月25日(金)まで

○ 家庭・地域との連携（教育講演会の実施・個人記録
カードの工夫・体育たよりの発行）

平成26・27年度鹿児島県「たくましい“かごしまっ子育成推進事業推進校

「指宿市立指宿小学校 研究公開」 ぜひ参加を！
平成27年11月27日（金）

授業：６年バスケットボール，３年セスとボール（晴天時のみ）



燃ゆる感動かごしま国体 ～ 熱い鼓動 風は南から ～
鹿児島を支える若い力の活躍！ さらなる「高み」へ
小学校スポーツ少年団

※全国小・中学生宮本武蔵決定個人剣道
選手権大会

小４の部優勝 石橋健太郎（万世小）

小１の部準優勝 石橋 智紀（万世小）

中１の部ベスト16 黒瀬 渉太（万世中）

（加世田スポーツ少年団）

※第30回全国少年少女水泳大会（トビウオ杯）

100ｍバタフライ優勝 200ｍ個人メドレー３位50ｍ バタフライ３位

後野 真衣（阿多小）女子100ｍ全国小学生ランキング第１位

※第３５回全日本バレーボール小学生大会・混合の部

リトルスターズ（頴娃バレーボールスポーツ少年団）全国大会出場

大浦ＪＶＣ（鹿児島県大会準優勝）

※第５回龍馬旗争奪西日本小学生野球大会出場

高田野球スポーツ少年団

※第５０回交通安全子ども自転車全国大会

南さつま市立長屋小学校

鹿児島県中学校総合体育大会結果

【陸上】

荒井（川辺） 共通男子８００ｍ 優勝

佐尾（頴娃） 共通棒高跳び 優勝

中西（南指宿） ２年男子１５００ｍ ２位

廣森（南指宿） ３年女子１００ｍ ２位

郡山（頴娃） 共通男子３０００ｍ ２位

田原（頴娃） 低学年男子１００ｍＨ ２位

山内（北指宿） １年女子１００ｍ ２位

北指宿中 低学年４００ｍリレー ２位

【競泳】

古市（川辺） 男子１００ｍ背泳ぎ 優勝

浦本（枕崎） 女子２００ｍ個人メドレー 優勝

浦本（枕崎） 女子４００ｍ個人メドレー ２位

古市（川辺） 男子２００ｍ背泳ぎ ２位

藤田（万世） 女子１００ｍ平泳ぎ ２位

川辺中 男子４００ｍメドレーリレー ２位（大会新）

【柔道】

前山（立神） 男子５０ｋｇ級 優勝

柞木（川辺） 男子５５ｋｇ級 優勝

福島（金峰） 女子５７ｋｇ級 ２位

芝原（川辺） 女子７０ｋｇ超級 ２位

【ソフトテニス】

堂原・東郷（加世田） 個人２位

【テニス】

八郷（加世田） 男子個人シングルス 優勝

地域が育む「かごしまの教育」県民週間ポスター原画・標語入賞者紹介
【ポスター原画の部】 【標語の部】
賞 学校名 学年 氏 名 賞 学校名 学年 氏 名 標 語
優秀賞 桜山小 １年 中川路 万緑 特選 魚見小 ６年 堤 英次郎 行ってみろかい 見てみろかい ようこそぼくらの学校へ

大丸小 １年 桐木原 藍琉 大浦小 ３年 中島 慈 見に来てね わたしの「できた」が いっぱいだ
桜山小 ３年 中川路 芽衣 入選 立神小 ６年 桑原日菜子 深めよう 地域と共に 学びの輪

特 選 桜山小 ６年 上原 捺々美 青戸中 ３年 加治佐莉唯 学校と 地域でつなぐ 明日の声
万世中 ２年 鮫島 唯菜

魚見小 １年 新西 瑛太 第30回国民文化祭・かごしま2015
霜出小 ２年 池之 愛莉 開催地 事 業 名 会 場 名 開 催 期 間
大丸小 ２年 大坪 栞 枕 崎 「かつおと焼酎」食と文化の祭典 南薩地域地場産業振興センター 10/31(土)・11/1(日)

入 選 霜出小 ４年 一氏 彩乃 シンポジウム「温泉文化と食文化」 指宿白水館 １１／６(金)
桜山小 ５年 篭原 愛珠 指 宿 いぶすきシルバー美術展 ふれあいプラザなのはな館 10/31(土)～ 11/8(日)
加世田小 ５年 栫 知早希 少年和太鼓の響演 指宿市民会館 １１／８(日)
桜山小 ６年 中川路 貴要 鹿児島・沖縄文化交流記念大会 なのはな館・COCCO はしむれ 11/6(金)～ 11/15(日)
霜出小 ６年 冨永 奈美恵 南さつま 鑑真大和上＆海上交流の歴史 輝津館・鑑真記念館 10/31(土)～ 11/15(日)
(南)別府中 ２年 蓮子 乙葉 島津忠良「日新公いろは歌」 ふれあいかせだ・南さつま市民会館 10/31(土)～ 11/15(日)

南九州 現代詩の祭典 in南九州市 知覧文化会館 １１／８(日)

※ みなさん こぞって「文化の秋」を楽しみましょう！！

生涯スポーツ：県民体育大会（9月19日・20・21日開催）
南薩地区は，正式２２競技公開３競技に「きばらん海の枕崎」・「健やかな

幸せづくりの指宿」・「誇りとぬくもりの南さつま」・「いのち輝く南九州」の

４市から６６６名の精鋭が出場しました。。「南薩の日常にある本物は，元気

の源」「燃えます！感動させます！南薩からの熱き鼓動をさわやかな風の中

に響かせます」を合い言葉に，一つ一つのプレーに心を注いでいた姿は感動

でした。

優勝 なぎなた 南薩（公開競技） 少林寺 南薩（公開競技）

２位 サッカー 南薩指宿 テニス 川辺女子

軟式野球 南薩 バドミントン 指宿女子

カヌー 南薩男子・南薩女子

３位 卓球 川辺女子 ソフトボール 川辺男子

ゲートボール 川辺 空手道 南薩

公益財団法人鹿児島県体育協会表彰

枕崎市 田端 健 枕崎市柔道会副会長・枕崎市相撲連盟理事長

枕崎市 小湊 菊子 枕崎市バドミントン協会副会長

鹿児島県スポーツ少年団顕彰

指宿市 福留 良一 池田イッシーズスポーツ少年団

南九州市 山下 一行 ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ 頴娃スポーツ少年団

県図画作品展南薩地区入賞者紹介
【県美育協会賞】
南さつま市立笠沙小学校１年 橋口 大和 だいすきさかなつり
南さつま市立坊津学園 ６年 栗野 礼那 古い川
【県市議会議長会会長賞】
南九州市立霜出小学校 ２年 鮫島 梨花 ゆかいなタイコ
【特選】
南九州市知覧幼稚園 佐多 亮哉
指宿市コスモス幼稚園 上薗 漢太
南九州市立松原小学校 １年 中野 美菜江
南九州市立霜出小学校 １年 川原 琉友
南九州市立九玉小学校 ２年 中村 叶夢
南九州市立霜出小学校 ３年 中野 天心
南さつま市立坊津学園 ４年 松元 泰真
南九州市立宮脇小学校 ４年 鶴田 大知
指宿市立丹波小学校 ６年 兒玉 宇宙
南九州市立青戸中学校 １年 尾曲 夢生
指宿市立北指宿中学校 ３年 長山 育美


