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【ＳＤＧｓ宣言】環境教育と関連付けて取り組みます。
ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞせんげん かんきようきよういく かんれん づ と く

校長 平川 貴之
こうちよう ひらかわ たか し

枕崎小の子供たちは元気に過ごしていま ち自ら考えて取り
まくらざきしよう こ ども げん き す かんが と

す。天気がよい日の休み時間ともなれば，外 組むようにします。
てん き ひ やす じ かん そと く

で遊ぶ子供たちの元気な声が校庭に響きます。 ユネスコと連携す
こ ども げん き こえ こうてい ひび

ずっとこんな日が続いてほしいと思います。 るなど｢17 パー
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視野を世界に広げ，もっと長い時間の流れを トナーシップで目
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意識すると，この思いは，人として根源的で， 標を達成しよう｣
い しき おも ひと こんげんてき ひよう たつ せい

ＳＤＧｓに繋がる思いだと考えます。 を進めます。
つな おも かんが すす

「ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標 Sustainable 本校では今年度
じ ぞく か のう かいはつもくひよう ほん こう こん ねん ど

Development Goals）」は，2015年9月国連総会 から２年間，「環境教育」を研究します。
ねん こくれんそうかい ねんかん かんきようきよういく けんきゆう

で採択された「持続可能な開発のための2030 ＳＤＧｓとの関係を考えてみます。下図の
さい たく じ ぞく か のう かいはつ かん けい かんが した ず

アジェンダ」に記載された2016年から2030年 ように,子供たちが環境教育の学びを深めて
き さい ねん ねん こ ども かんきようきよういく まな ふか

までの国際的な目標です。社会を持続的に発 いく中で，図
こくさいてき もくひよう しやかい じ ぞくてき はつ なか ず

展させるための17の目標(ｺﾞｰﾙ)と169のター の｢環境｣だけ
てん もくひよう かんきよう

ゲットで構成されています。 に留 ま ら ず
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｢社会｣｢経済」
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しています。
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スポーツ文化
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振興課と枕崎漁協様から
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廃棄済の旗を家庭科の裁縫
はい き ずみ はた か てい か さいほう

実習の材料として御提供
じつしゆう ざいりよう ご ていきよう

いただきました。大切に使
たいせつ つか

ＳＤＧｓには，教育が大きく関わっていま います。「12 つくる責任
きよういく おお かか せき にん

す。具体的にどのようなものでしょうか。 つかう責任」に繋がる取組
ぐ たいてき せきにん つな とりくみ

教育はＥＤＧｓの目標４に位置づけられて となりました。
きよういく もくひよう い ち

おり，その中にＥＳＤ（持続可能な開発のた これらからも「環境 教
なか じ ぞく か のう かい はつ かんきようきよう

めの教育）が記載されています。「教育が全 育」の研究・実践を，Ｓ
きよういく き さい きよういく すべ いく けん きゆう じつ せん

てのＳＤＧｓの基礎」と ＤＧｓと関連付け鹿児島ユネスコ協会等の
き そ かんれん づ か ご しま きようかいとう

してＥＳＤを推進するこ 関係機関と連携を図りＥＳＤ教育に努めな
すいしん かんけい き かん れんけい はか きよういく つと

とでＳＤＧｓの目標達 がら，「ＳＤＧｓの担い手を育む」ことを
もく ひよう たつ にな て はぐく

成に向かいます。先日， 目標に進めてまいります。
せい む せんじつ もくひよう すす

鹿児島ユネスコ協会か
か こ じま きよう かい

ら講師をお招きして６年 Heart-Warming School
こう し まね ねん

生の学習で授業を行い (ﾊｰﾄｳｫｰﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ)
せい がくしゆう じゆぎよう おこな

ました。ユネスコはＥＳ 先日「横断歩道で子供たちが渡
せん じつ おう だん ほ どう こ ども わた

Ｄを推進しています。これまでユネスコや世界 った後に，頭を下げてお礼をしてい
すいしん せ かい あと あたま さ れい

の課題に関する調べ学習，書きそんじ葉書の る。とても感心だ。」と地域の方から
か だい かん しら がくしゆう か は がき かんしん ち いき かた

活動などを行ってきました。今年度はそれら お褒めの言葉をいただきました。地域の方々
かつどう おこな こんねん ど ほ こと ば ち いき かたがた

に加え，より主体的で創造的な活動を子供た にも心温まる学校でありたいと思います。
くわ しゆたいてき そうぞうてき かつどう こ ども こころあたた がつこう おも

Heart-Warming School 枕崎小学校だより 令和３年度 ５月号
まくらざ きしようが つ こ う れ い わ ね ん ど が つ ご う

廃棄旗を広げる石川先生

ユネスコ協会の講師による授業
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６月の 保健
生活目標 目標

５月７日(金)，感染 新型コロナウイルス感染防止のため，引
症対策を講じ，ＰＴＡ き続き，(1)マスク着用（2）手指消毒
総会及び各専門部会が (3)できれば生活スペースを分ける。(4)よ
行われました。 く触れる部分は消毒する。(5)タオル等の
ＰＴＡ総会では，昨 共用はしない，など基本的な行動様式に努

年度の会務報告及び予 めてください。
算・決算や本年度の会 毎日の「健康チェックカード」について
務計画，各専門部の会務報告画等が話し合 も御理解・御協力，ありがとうございます。
われました。ＰＴＡ総会後，各専門部に分
かれて，今年度の活動計画の確認や質疑等
が行われました。保護者の皆様の御協力の
おかげで，本会を円滑に進行することがで
きました。ありがとうございました。

５月１０日(月)，
本校で「一人１台タ
ブレット活用研修会
が行われました。
現在，子供一人１

台のタブレット等の
ＩＣＴ機器を活用さ
せて，学力の向上を
図る国家的な事業
「ＧＩＧＡスクール構想」が進行中です。
研修会当日は，近隣の小・中学校の先生方
も参加され，講師による講義に熱心に耳を
傾け，演習課題に取り組んでいました。

本校では，６年生が中心となって朝のボ
ランティア活動で，校庭の落ち葉清掃に取
り組んでいます。
校庭に朝の元気な

挨拶が聞こえる中，
落ち葉清掃にも熱心
に取り組んでいる姿
を見ると，すがすが
しい気持ちになりま
す。今後も頑張って
ほしいと思います。

全国約5,000校の小学生が参加する大会
で，各学校でＤＶＤ視聴によって進めます。
本校の保健室だより「すこやか」にも紹介
しますが，本校は６月４日(金)に大会に参
加します。
昨年度，本校のむし歯治療率が

向上しました。今年度は，大会参
加など様々な取組を行いますので，
更に向上することを期待していま
す。

時間を守ろう！ 歯を大切にしよう！

ＰＴＡ総会・各専門部会 ～御礼

一人１台タブレット活用研修会

２日（水）歯科検診（４年）
内科検診（１年）

４日（金）おむすびの会
全国小学生歯磨き大会（５年）

６日（日）日曜参観 教育実習（６/１８）
１０日（木）子ども１１０番・不審者対策

訓練
１５日（火）児童総会
１７日（木）歯科検診（６年）
１８日（金）挨拶運動（１－２）

おむすびの会
２２日（火）ノーメディア取組期間（～29日）

ＰＴＡ理事会
２４日（木）学校保健委員会
２５日 (金) おむすびの会

役職名 役員名（敬称略）
会 長 立石 祐樹

板敷 祀弥
上木原 義光

副会長 下山 奈緒美
茅野 敬子
花里 弘克
厚石 隆一

書 記 鶴留 裕美
椎葉 和馬

会 計 長井 将史
加治 千鶴子

監 事
鍬田 将勝
上釜 まゆ美

１５０周年ディ

レクター
鮫島 貴仁

顧 問 平川 貴之

新型コロナウイルス感染防止対策

６ 月 行 事

令和３年度ＰＴＡ執行部紹介

朝のボランティア活動

全国小学生はみがき大会に参加


