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枕崎市立別府小学校 TEL７６－３４５２ たくましく

別府小便り ＜本年度の学校経営について＞
創立139年の歴史と伝統に輝く本校に学ぶ子どもたちを，心身

共に健康で創造性に富み，知・徳・体の調和のとれた人間性豊
かで，思いやりの心をもったたくましい子どもに育てていきた
いと考えます。

＜めざす子ども像＞
○ 思いやりのある子ども（道徳性・社会性・豊かな心）
・ 親切な心，協力する心，感謝の心をもち，人の痛みが分かりい
じめをしない子ども
・ 動植物を育てる体験を通して命
を大切にする子ども
・ 郷土人や文化を誇りに思い，進
んで学校・地域に奉仕する子ども

○ 進んで学び，真剣に考える子ども
（主体性・積極性・自己学習力）
・ 問題に気付き，自ら考え自ら解決し発表・説
明できる子ども

・ 学び方が分かり，読む力・書く力・教え合う
力を身に付けた子ども

・ 確かに身に付けた基礎・基本を活用できる子ども
○ てきぱきと行動できる子ども（判断力・思考力，行動力）
・ 基本的な生活習慣を身に付け，ルールやきまりを守る子ども
・ 善悪の判断力や行動力を身に付け，ルールやきまりを守

る子ども
○ たくましくねばり強い子ども（体力・気力，判断力，忍耐力）
・ 自らの健康について知り，健康増進に向けて取り組む子ども

・ 体力つくりにめあてをもって励む子ども

・ 目標をもち，弱い心に負けず最後までやりとげる子ども

＜方 針＞

(1) 子どもの人権を尊重し，一人一人を大事にする明るく温

かい学校づくりに努めます。
(2) 知・徳・体の調和のとれた教育の推進に努めます。
(3) 豊かな体験を通して内面に根ざした道徳性の育成に努め
ます。

(4) 指導方法や指導体制を工夫改善し，基礎・基本の確実な
定着に努めます。
(5) 健康・安全で活力ある生活を送るための健康づくり，体
力つくりに努めます。
(6) 地域の素材や人材を積極的に活用し，地域に根ざした教
育の推進に努めます。
(7) 保・小・中の連携及び小・中連携教育の推進に努めます。
(8) ＰＴＡ活動を中心に，家庭や地域社会との連携を大切に
し，開かれた学校づくり，安全・安心な環境づくりに努め
ます。
(9) 全職員が英知を出し合い，相互理解を図りながら協力し
て子どもの指導に当たり，子どもや保護者，地域の人々の
期待に応えられる特色ある学校づくりに努めます。

5月の主な行事予定

５月１日(火) ＰＴＡ代議員会

２日（水） 眼科検診（全学年）

３日（木） 憲法記念日

４日（金） みどりの日

５日（土） こどもの日

７日（月） ＡＥＴ来校

８日（火） 検尿二次（～10日）

９日（水） 子ども貯金日

10日（木） おひさま読み聞かせ ＡＬＴ来校

12日（土） 土曜授業 プール掃除（上学年）

14日（月） 家庭訪問（～18日：18日は予備日）

15日（火） 心臓検診（１年）

16日（水） 体力・運動能力調査（全学年）

19日（土） 青少年育成の日

20日（日） 家庭の日 少年の船

22日（火） 全校朝会 相撲練習開始

23日（水） ６年修学旅行（～24日）

25日（金） ６年休養措置日

春の一日遠足（１～４年） ５年通常授業

28日（月） 校内歯の衛生週間（～５日）

学校開放週間（～５日） ＡＥＴ来校

29日（火） 児童集会 避難訓練（不審者）

委員会活動 児童代表委員会

児童保健委員会

30日（水） 避難訓練（地震）

31日（木） スケッチ大会（全学年）

内科検診（下学年）

※ あくまでも予定です。変更の場合もあります。

新年度のスタート！

学校長 小 園 俊 介

暖かな春の日ざしがなによりうれしい季節になりました。子ど

もたち一人一人が，それぞれ希望に胸をふくらませて入学・進級

し，希望に満ちた学校生活で活気にあふれています。ランドセル

姿がまぶしい新１年生13名も笑顔で登校しています。

平成30年度は，全校児童116名，８学級，職員数17名でスター

トしました。学校は，みんなで学び，みんなで活動する中で，

自他を尊重し互いに協力して生きていく力や，自尊感情を高め，

自信をもって生きていく力を育てていきます。また，一人一人

の違いを認め，互いのよさを認め，お互いが切磋琢磨しながら

ともに成長していくことを大切にしながら教育活動を進めてい

きたいと考えています。全職員で一丸となって，本校教育の充

実に努力していきますので，これまで同様，家庭・地域の皆様

方の学校教育活動への御協力・御支援をよろしくお願いします。

特に大事にしたいこととして，

（１）一人一人の子どもを大事にする教育
（子どものよさを見つけ，引き出し，伸ばす）

（２）一時間一時間の授業を大事にする教育
（学力を確実に身に付けさせる）

（３）命を守る指導の徹底（安全指導・健康指導）

（４）教育効果を高める学校環境づくり
（清掃活動，校内設営，自らあいさつの推進，一事徹底「は
きものをそろえる」等）

（５）信頼される学校づくり

を目指してまいります。

保護者の皆様が，安心して子どもを任せられる学校を目指し，

努力してまいりますので，よろしくお願いします。



【松山昇子先生：司書】

笑顔いっぱいの子どもたちが図書室に来てくれます。

楽しく本が読める場所になるようがんばります。よろしくお願いします。

※ 松山先生は，桜山中学校からの転入です。

【入学式：４／６（金）】

本年度の別府小学校の新入生は，13名です。
昨年度が26名でしたから，ちょうど半数です。
入学式では，校長先生・教育委員会の方・Ｐ

ＴＡ会長さんのお話をしっかりした態度で聞い
ていました。
入学して約２週間がたちましたが，１年生教

室からは元気な声が聞こえてきます。学校生活
にすっかり慣れて，小学校生活を満喫している
ようです。
担任の田野先生の言うことをよく聞いて，立

派な別府小学校の子になってくれることを期待
しています。

【入学式直後の記念写真】

【１年生を迎える会：４／19（木）】

３校時に１年生を迎える会を行いました。１年生を歓迎する気持ちを込めて２年生以上が出

し物を行いました。２年生は歌のプレゼント，３年生は合奏のプレゼント，４～６年生は，そ

れぞれ工夫して，学校の決まりや先生の名前をクイズにしていました。どの発表もとても楽し

くすばらしいものでした。全体でのレクリエーションもあり，１年生の笑顔がはじけました。

最後に，１年生からお礼の歌があり，２年生以上から大きな拍手をもらっていました。

全員の心に残るとてもよい「１年生を迎える会」になりました。

【６年生の先生クイズ】 【全体レクリエーション】 【１年生のお礼の歌】

＜児童数・ＰＴＡ戸数＞
校 長 小園 俊介
教 頭 川村 俊弘 学年 男 女 計 Ｐ
１年担任 田野 加代子 １年 ３ 10 13 ６

２年担任 家弓 泰代 ２年 10 15 25 15

３年担任 飯伏 ゆかり ３年 11 ６ 17 11

４年担任 東垂水 陽子 ４年 12 14 26 20

５年担任 吉田 直也 ５年 ８ ９ 17 16

６年担任 永田 哲朗 ６年 ８ 10 18 18

ひまわり 有村 洋紀 ひまわり (０) （２） (２)

たんぽぽ 上村 千晴 たんぽぽ (２) （０） (２)

専 科 中村 幸子 計 ５２ ６４ １１６

養護教諭 郡山みちよ （ ）は再掲

事務主幹 山神与志一

学校司書 松山 昇子
学校主事 豊留 都

支 援 員
福田やすか

中馬恵美子

※ 育児休業（戸高 美和）

お知らせ＆お願い

先日，枕崎市教育委員会編集の「まくらざき家庭教育手帳」を全戸に配布

しました。この手帳には，子どもにどのように向きあえばよいか等，家庭教

育のノウハウや各学校の年間計画等が書かれています。各御家庭での活用を

よろしくお願いします。また，学級ＰＴＡや家庭教育学級での活用も考えて

いますので，保管についてもよろしくお願いします。

本年度，別府小学校に３名の先生方が転入しましたので，自己紹介をしていただきました。

【山神与志一先生：事務】
枕崎小学校から異動して参りました事務職員の山神与志一と申します。
別府小学校の子どもたちの健やかな育ちを事務室から支援していきたいと思っていますので

よろしくお願いします。

【家弓泰代先生：２年担任】
南九州市立宮脇小学校から参りました。別府小学校とは縁があり，今回３回目の勤務をさせ

ていただくことになりました。
２年生の担任をすることになり，25名の子どもたちから元気パワーをもらいながら，楽しく

過ごしています。よろしくお願いします。
（右上段へ続く）

H30年度別府小職員紹介及び児童数


