〇 11 月 の 人権 に 関 する 月間 ・ 週間 ・ 記念日 「 児童虐待防止推進月間 」「 女性 に 対 する 暴力 をなくす 運動 （ 11/12 ～ 25）
）」「 犯罪被害者週間 （ 11/25 ～ 12/1」
」「 鹿児島 レッドリボン 月間(11/16
～ 12/15) 」
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中之島中３年 藤谷 依風希

十島村教育委員会だより 令和元年10
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10月・・・
10月 ・・・地域
・・・ 地域が
地域 が 育 む 「 かごしま
の教育」
教育」県民週間

地域が育む「かごしまの教育」県民週間
１１月１日～７日は，学校へ行こう！
※ 各学校で、みなさんのお越しをお待ちしています。

「来訪神 仮面・仮装の神々」悪石島のボゼ
第７０回南日本文化賞特別賞(南日本新聞社主催)
に決まりました。贈呈式は，１１月１日（金）に
鹿児島市の城山ホテル鹿児島で行われます。
令和元年度 鹿児島県学校環境緑化・
学校林等活動コンクール
【学校環境緑化の部】
優良賞
口之島小・中学校
諏訪之瀬島小中学校
宝島小・中学校
十島村では「あいさつ・花いっぱい
運動」に各島で取り組んでいます。こ
の取組の成果が今回の受賞へとつなが
っています。

子供のうた
（九／二十南日本新聞掲載）
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（宝島小一年
清水

日本教育公務員弘済会から
青少年育成活動への助成とし
て，本村の子ども会の活動に
対して，50,000 円の助成金を
いただきました。
ふだんから行っている清掃
美化活動やリサイクル活動，
伝統芸能の継承等が評価され
たものです。
これからも，地域のために充実した活動に取り
組んでください。

しい未来への
美しい未来
未来への第一歩
への第一歩

おめでとうございます。
おめでとうございます。

シリーズ
リーズ 新聞に
新聞に投稿
（令和元年
令和元年９月２３日
２３日南日本新聞
日本新聞「
新聞「若い目」掲載）
掲載）
悪石島小６
悪石島小６年 片野田 楽
私の住む悪石島のように、海や
星がきれいに見えること。これは
よ り よ い 未 来 に 欠 か せ ない こ と
だ。そのためにはまず、身近な人
と環境問題について考えることが
第一歩だと思う。
半年ほど前「微小粒子状物質（ＰＭ２・５）」
や「マイクロプラスチック」というごみについ
て知った。世界から国を越えて流れるごみを少
しでも減らしていくためには、僕たち日本人だ
けでなく、世界全体で努力していかなければな
らないことを実感した。
美しい未来があるために、自分になにができ
るだろう。そう考えながら朝、ごみに関するニ
ュースを見た。それは「ごみ減少」に向けて、
飲食店でプラスチック製ストローの使用をなく
しているという内容だ。これは美しい未来への
第一歩だと思った。今の海や空気が、よりよく
変わってほしい。そして悪石島のように美しい
場所が、少しでも増えてほしい。
身近な人と環境問題について考え、少しでも
意識を高める。単純なことかもしれないが、こ
れが美しい未来へつながる第一歩なのだと考え
る。

十島村教育委員会
教育長 有村 孝一
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実現に向けて
夢の実現に

気概に満ちた」十島の教育

夏休みの最終日、私は進路を決める強
い決心をもって高校のオープンキャンパ
スに参加した。
オープンキャンパスでは、学校内の地
図をもってグループごとに指定されたコ
ースを歩き、問題を解決していくゲーム
式の見学をすることができた。
３校見学した中の１校が、今の私に一
番向いているのではないかと感じた。そ
の高校は一つの科にさまざまなコースが
あり、今私が興味があることを多く学べ
そうだった。私は、人の夢を実現させら
れるような仕事をしたいと思っている。
一番私の夢をかなえること
ができそうだと感じた。
２学期は、この高校を目
指して勉強を頑張りたいと
思う。夏休みで怠けてしま
った分を取り返せるように
頑張りたい。

南北１６０㎞
「心をつなぎ

十島村教育委員会
〒892-0822鹿児島市泉町13番13号
TEL 099-227-9771

【宝島小・中学校からのメッセージ】
養護教諭 上原 千明

私の教員としてのスタートは，悪石島小・中学校か
ら始まりました。不安でいっぱいでしたが，子どもた
ちや島の方々の優しさ・温かさに触れ，毎日が新鮮で
あっという間に１年が過ぎ，島を出る際は涙が止まら
なかったことを覚えています。正式採用となり，２校
目。島を離れてからも，楽しかった日々が忘れられな
かった私は迷わず，鹿児島郡を希望し，宝島小・中学
校に赴任することとなりました。８年ぶりの悪石島で
は，今でも私のことを覚えていてくださる方がいて，
懐かしく嬉しかったです。
ハイビスカスの通学路を通って登校する宝島小・中
学校は，海がよく見える学校で，児童生徒２０名が元
気に前向きに頑張っています。子どもたちと何気ない
会話をするときが私の好きな時間です。
毎日，子どもたちからたくさんの笑顔を
もらっています。ケガも病気もほぼない
宝島の子どもたちですが，養護教諭とし
て，目の前の子どもたちが大人になった
ときに健康な生活を送ることができるよ
う，精一杯頑張りたいです。また，宝島
の自然，人との出会いに感謝して過ごし
ていきたいと思います。
『教職員仲間であるあなた』への
私からのメッセージ
離れていても，様々な場面で先生方との繋がりを感
じています。特に，各島の養護教諭のみなさん，いつ
も助けていただきありがとうございます。これからも
一緒に頑張っていきましょう。
シリーズ・・・十島村で学ぶ
口之島中学校 ３年

佐藤

一馬

僕は，中学３年生のとき口之島に
山海留学でやって来た。もともとは，
三島村の黒島で留学していたので，
毎日の生活に大きな変化はなかった。
しかし，驚いたことは行事の前にな
るととても入念に準備を行うことだ。
特に運動会の練習は入念に行った。運動会は文化祭
の次の日ということもあって，運動会の練習だけで
はなく文化祭の練習もある。そして，毎週火曜日と
木曜日は運動会の応援練習がある。僕は白組の応援
団長だから，みんなをまとめたり応援合戦にやる内
容を考えたりしなければいけない。とても大変だが，
やり遂げたら達成感が得られるので頑張っている。
僕の将来の夢はまだ決まっていないが，里親さん
の牛の手伝いや貴重な島の盆踊りなどここで体験し
たことは，大人になっても役立つと思っている。だ
から，僕は受験勉強や学校行事の練習など今自分に
できることをコツコツと続け，充実した毎日になる
ように一生懸命すごしていきたい。

１１月「郷土に学び・育む青少年運動」強調月間(鹿児島県)
「子供・若者育成支援強調月間」（内閣府）
地域で青少年を育てる気風を盛り上げましょう！

