
 

 

 

 

 

 

 

 

入賞あれこれ 

＜第１０回「家族愛」作文コンクール＞ 

◇入 選◇ ５年 藤元   宮地   寺尾  

今年度のテーマも昨年度に引き続き、「南海トラフ地震対策と家族愛」でした。 

藤元さんの作品（３００字以内）を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「土佐の小京都中村 550年祭記念行事」一條大祭少年相撲大会＞ 

◇団体戦◇ 

【１・２・３年生の部】 

   第３位 具同小Ｄチ－ム（先鋒：尾﨑、大将：佐竹） 

【４・５・６年生の部】 

   第３位 具同小Ａチーム（先鋒：門脇、中堅：島村、大将：杉本） 

◇個人戦◇ 

【２年生の部】第３位 川波  

【４年生の部】第１位 門脇  

【５年生の部】第３位 島村  
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「家族で話し合った避難場所」  

具同小学校 ５年 藤元  

 私が一人でいたり、妹と二人や子ども三人だけでいたりした時に

もし地震が起こったらということについて、家族で話し合いまし

た。地震が起こったら、まずつくえの下にかくれて、一番小さい弟

を真ん中にする。次にゆれがおさまったら、私が先頭となって外に

出て、東公園に歩いていく。東公園に着いたら、お父さん、お母さ

んが来るのを待つ。お父さんは自動車学校の先生なので、お母さん

が非常食を持って来るのを待つ。という話をしました。話をしてい

る時、私はお父さんとお母さんは家族への思いがとっても強くて、

ずっと先の事も考えているので、家族の愛を感じました。 
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＜幡多教育文化展（郡展）＞ 

◇画の部◇ 

１年 濱田 山本 谷渕 山口 白石 山﨑 

 ２年 小川 景平 今村 宮﨑 都築 二宮 

 ３年 酒井 谷岡 青木 和田 

 ４年 伊藤 宮部 岡村 岡優 

 ５年 寺尾 宮地 佐竹 濱川 

６年 伊藤 土居 山下 二宮 

 

◇書の部◇  

  １年 上岡 小川 今村 龍 酒井 豊永 

  ２年 北代 前田 竹葉 篠田 國久 藤元 

  ３年 東幸 岩本 石井 山崎 

  ４年 北代 宮﨑 廣瀬 峯 

  ５年 青木 澤村 山﨑 田村 

  ６年 佐田 野村 富永 弘田 

 

＜四万十市 教育文化展（市展）＞ 

◇画の部◇ 

１年 岡﨑 坂下 武村 山沖 河内 川上 

   安田 山﨑 相田 田辺 森岡 植木 

 ２年 吉田 久保 野町 橋本 小笠原 塩田 

    除本 山本 根木 勝瀨 沖 森田 

 ３年 和田 上田 沖 坂本 西小路 岡林 

    西村 田中 寺尾 北川 

４年 今津 植村 塩田 柴田 弘田 河内 

   佐竹 今倉 川重 永野 

 ５年 井上 野村 西村 西村 才能 清水 

    松本 山岡 

６年 二宮 岡田 上岡 今城 奥宮 桑原 

   田中 井村 澤本 古舘 

 

◇書の部◇  

  １年 金子 繁山 倉橋 中平 伊藤 刈谷 

     河野 山本 植村 中島 岡田 中平 

  ２年 谷岡 門田 白井 横山 山﨑 浅能 

     高橋 山下 川波 永田 植木 和田 

  ３年 戸田 濱川 小川 澤田 藤原 安部 

     豊永 丸碆 宮川 宮本 
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  ４年 勝瀬 小山 弘岡 安田 太田 岡村 

     勝瀨 森岡 藤原 香西 

  ５年 茨木 和田 岡  西山 寺田 宮川 

     河野 島村 

  ６年 中島 葛本 清水 荒谷 岡添 柴田 

     宮田 石井 中川 森田 

 

◇児童詩の部◇ 

  １年 勝呂 間﨑 山﨑 西尾 久保 新開 

     福岡 宮川 二宮 濱田 三保木 永野 

  ２年 田辺 寺田 山本 富永 田村 岡野 

     竹葉 有田 井村 橋本 川渕 松本 

  ３年 岡﨑 川上 佐竹 安田 福本 田村 

     上田 川村 北岡 黒岩 

  ４年 篠田 二宮 岡田 草部 坂下 門脇 

     小林 林 麻田 今城 

  ５年 岡野 谷本 平井 田村 井森 沖晋 

     山崎 藤本 

  ６年 尾﨑 久保 武内 杉本 政岡 東 

     加持 清水 眞屋 畔元 

 

毎年、１１月２３日、勤労感謝の日前後に開催されている一條大祭（通称「いちじ

ょこさん」）。今年は、幡多地区教育文化展（郡展）、四万十市教育文化展（市展）に

併せて、土佐の小京都中村 550年祭記念行事として一條大祭少年相撲大会も開催され

ました。 

遠い昔の記憶をたどると、私も小学生の頃、隣町の大方町（現黒潮町）から確かバ

スに乗って「いちじょこさん」へ行き、郡展の絵や書を見たり、屋台でいろいろと買

って食べたりしたことを思い出します。「いちじょこさん」＝「寒くなる」と思って

いるのは私だけでしょうか。随分と寒さが増してきました。健康に気を付けて残り少

ない２学期をがんばりたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域の方より】 

◇いつも学校の周りの落ち葉等を集めて清掃してくださっている方がいます。先日、 

その方と話をしていると、「具同小の子どもは、よいよあいさつをしてくれる。」と 

いうお褒めの言葉。少しずつあいさつが浸透してきたのかなぁと思います。 

◇昨年度も学校通信で『注意喚起』をさせていただいたことです。毎月１５日の朝に 

街頭指導を行ってくれています「わたり会」の推進委員さんから、「小学校西南の 

消防屯所の前で一時停止をしない車が大変多い。」という話をうかがいました。す 

べての車が具同小の保護者ではないのですが、朝、子どもを送ってくる際に通るこ 

ともあると思いますので、一時停止の遵守をよろしくお願いします。 
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地域の力（ゲストティーチャー） 

 これまでも、ゲストティーチャーとして地域の方々が授業に参加していただけるこ

とはありましたが、今年度より、地域の方々がこれまで以上に学校の授業や行事に参

加していただく「学校支援地域本部事業」という国の取組が始まり、様々なかたちで

地域の方々にお世話になっています。 

 以前から、『力のある地域には、力のある学校がある。力のある学校は、力のある

地域に変える。』ということが言われています。今後、益々地域の方々の力（知識・

技能等）を学校というフィールドで生かしていただき、学校を核に地域全体で子ど

も達を育てていくことが求められます。今後ともよろしくお願いします。 

  

【２年生】 

 生活科の授業で、

「わたり会」会長の

浜田精一さん、入田

地区区長の橋本勝幸

さんをゲストティー

チャーに迎え、入田

地区のことを学習し

ました。子ども達は

真剣に説明を聞くこ

とができていまし

た。 

【５年生】 

 総合的な学習の時間の授業

で、入田地区の久保茂さん、安

田勝さんをゲストティーチャ

ーに迎え、米づくりについて学

習しました。 

【３年生】 

 図工の授業で、前中村西中学校長で田黒

１区の民生・児童委員の中村博保さんをゲ

ストティーチャーに迎え、絵の描き方（構

図、色づくり等）について学習しました。 


