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明るく
正しく

枕崎市立別府小学校 TEL７６－３４５２ たくましく

４月の主な行事予定

４月５日(金) 入学式準備

８日（月） 新任式 始業式 入学式

別府中学校入学式（午後）

９日（火） ＮＲＴ検査（国・理）

清掃・給食指導強調週間（～12日）

給食開始

10日（水） ＮＲＴ検査（算・社） 子ども貯金日

発育測定（１年）

11日（木） 発育測定（３年・５年）

知能検査（２年・４年・６年）

12日（金） 発育測定（２年・４年・６年）

生活アンケート

学級ＰＴＡ（授業参観なし）

特別支援学級開級式 心臓検診（１年）

15日（月） 校内いじめ予防・人権週間（～20日）

16日（火） 児童教育相談週間（～５／10）

18日（木） 全国学力・学習状況調査（６年）

ＰＴＡ新旧役員会

19日（金） １年生を迎える会 市民あいさつ運動

20日（土） 青少年育成の日

21日（日） 家庭の日 枕崎市議会議員選挙

アートスリート親子スケッチ＆写真教室

22日（月） 眼科検診 読書週間（～27日）

緊急時下校訓練

23日（火） 委員会活動 児童代表委員会

児童保健委員会 子ども読書の日

尿検査１次（～25日）

24日（水） ＰＴＡ代議員会

25日（木） 交通教室

26日（金） 歯科検診 耳鼻科検診 ＰＴＡ歓迎会

市Ｐ連運営委員会

29日（月） 昭和の日

30日（火） 国民の休日

※ あくまで予定です。変更の可能性もあります。

※ 年間行事予定表は，12日（金）の学級ＰＴＡでお示し

します。

別府小便り
さて，26日（火）から学年末・学年始の休み（春休み）が

始まります。無事に１年を終え，ほっとするところですが，

次の学年に向けての準備をすることも大切です。一つ学年が

上がって，やってみたいこと，頑張ってみたいことをしっか

りと決めておいてください。また，春休み中に，けがや事故

などをしないようにし，新学年

を元気にスタートしてほしいと

思います。保護者の皆様には，

子どもたちの安心で安全な生活

についての見届けをよろしくお

願いします。わたしたち教職員も，よりよい教育を目指して

年間の反省をし，来年度に備えます。

最後になりますが，子どもたちが，明るく元気な学校生活

を送れるよう家庭でしっかり支えてくださった保護者の皆

様，学校行事やＰＴＡ行事等で御支援・御協力くださったＰ

ＴＡの皆様に心から感謝いたします。おかげさまで，運動会

をはじめとする学校行事やＰＴＡ活動など様々な行事を円滑

に進めることができました。また，学校の環境も，子どもた

ちや教職員だけではできない場所を奉仕作業やおやじの会に

よる作業等で整えていただきました。「おひさま」の方々に

よる読み聞かせも毎月計画的に実施していただきました。Ｐ

ＴＡによる朝のあいさつ運動や各地域の育成会の皆さんによ

る登校時の見守り活動等，保護者・地域の皆様の学校への御

支援・御協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

平成31年度も学校の教育活動に対する御理解・御支援・御協

力をどうぞよろしくお願いします。

平成31年度の土曜授業予定日は次のとおりです。

【１学期】 ５／11， ６／８， ７／13

【２学期】 ９／14， 10／12， 11／９，12／14

【３学期】 １／11， ２／８， ３／14

平成31年度から，土曜授業３時間のうち１時間は，基礎的

基本的学習内容（漢字や計算など）の定着の時間を設定しま

す。教科書に載っていることは，確実に身に付けさせること

を目的としています。

平成30年度 卒業・修了に当たって

校長 小 園 俊 介

「光陰矢のごとし」で１年が過ぎるのは早いものです。今年度も

終わりに近づきました。これまで，大きな事故や事件もなく，子ど

もたち114名が元気に卒業・修了を迎えられることを大変うれしく

思います。

６年生18名の皆さん，そして，保護者の

皆様，御卒業おめでとうございます。６年

生の皆さんは，最高学年として在校生をリ

ードし，朝のボランティア活動，縦割り班

活動や委員会・クラブ・集会活動，学校行

事など，すべての活動の中心となって活躍し，よいお手本となって

くれました。22日（金）の卒業式には，小学校の全課程を修了し別

府小学校を巣立っていきます。中学校では，教科ごとの担任，授業

時間の増加，生徒会活動，部活動など，これまでとは違う生活が始

まります。最初は，多少戸惑いながらも，きっとすぐに中学校での

生活に慣れ，新たな力をつけてくれることと思います。卒業生18名

のさらなる成長と活躍を期待しています。

１年生から５年生までの皆さんは，25日（月）の修了式をもって，

平成30年度の教育活動が終わります。全員に担任の先生から，それ

ぞれの学年の修了証書が手渡されます。１年前にはできなかったこ

と，わからなかったことが，今では「できる」「わかる」こととし

て，たくさん増えたのではないでしょうか。一日一日の変化や進歩

はわかりにくいものですが，１年間という時間で比較してみると，

驚くほど違うことに気が付きます。身体の成長はもちろんのこと，

学習のこと，生活のこと，運動のこと，子どもたち一人一人が，目

の前の課題にしっかりと取り組み，努力した結果です。ぜひ，１年

間を振り返って，自分の成長を実感してもらいたいと思います。特

に，５年生の皆さんは最高学年になります。学校のリーダーとして，

今年度以上に大きく成長できるように，毎日を大事にして，何事に

も一生懸命チャレンジしてください。皆さんが精一杯活躍し，別府

小学校の伝統をさらにすばらしいものにしてくれることを大いに期

待しています。



やったね！５年生！！

本校では，体力づくりの一つとして，全学年「長縄エイトマン」やその他の種目に取り組み，

その結果を鹿児島県教育委員会のホームページにある「体力アップチャレンジかごしま」に申

告しています。その結果，５年生が４種目で県でベスト10に入賞しました。

２人でさっさ（第２位：26.8回） 10人でチャレンジ（第２位：15.7回）
長縄エイトマン（第３位：443回） 馬跳ピョンピョンピョン（第８位：24.8回）

【6年生を送る会：３／１（金）】

お別れ遠足の前に，体育館で６年生を送る会を行いました。どの学年も６年生に喜んでもら

おうと，趣向を凝らした出し物をしました。最後に，６年生が，お礼として「ソーラン節」「勝

男武士」の舞を披露しました。すると，なんと，在校生まで一緒になって踊りました。まるで，

「この２つの舞は，僕たち，私たちが守っていきます。」と言っているようでした。

【６ 年 生 の 舞 】 【在 校 生 の 舞 】

【鹿児島学習定着度調査結果】

本年度の鹿児島学習定着度調査結果についてお知らせをします。この調査は，毎年５年生を
対象に，国語，社会，算数，理科の学習内容がどの程度定着しているかを確認し，よりよい授
業づくりに生かすための調査です。
今回の結果を見ますと，全教科において県の平均を上回っています。市の平均と比較すると

算数が少しだけ届かなかったものの，残り３教科は上回っています。

国 語 社 会 算 数 理 科

別府小 ６７．５ ８４．８ ８１．３ ６２．５

市平均 ５８．１ ７９．１ ８２．４ ５７．８

県平均 ６０．１ ７２．９ ７２．８ ５４．６

表からは，学力が伸びていることが分かりますが，子どもたちが間違った問題を分析すると，
次のような課題が浮かび上がってきました。

① 文章を十分読み取る力が十分ではない。また，段落相互の関係を理解できていない。

② 資料を読み取り，資料をもとに判断する力が十分ではない。

③ 基礎的・基本的内容（用語等）について曖昧な部分がある。

※ 今後は，このような課題を解決できるよう全ての学年で学力の定着・向上に取り組んでまいります。

【校内持久走大会：２／21（木）】

３・４校時に持久走大会を実施しました。この日は快晴で，

暑くもなく寒くもなく，風もほとんどない絶好のコンディシ

ョンでした。

子どもたちは，この日のために，朝の活動時間や体育の授業【 新 記 録 を 目 指 し て 最 後 の 力 走 】

の中で練習を積み重ねてきました。また，今年も県下一周駅伝川辺地区の選手が先導してくださ

ることになり，子どもたちはやる気いっぱいでレースに臨みました。

子どもたちのやる気と県下一周駅伝川辺地区の選手の先導のおかげで，これまでなかなか破ら

れなかった記録が次々と破られ，計７つの新記録が生まれました。

さらに，走った子のほぼ全員が自己ベストを大きく上回るタイムを出すことができました。御

協力いただきました県下一周駅伝川辺地区の選手の４名の皆様，沿道で御声援くださった保護者

の皆様，地域の皆様，ありがとうございました。

【まくらざきこどもカツオマイスター検定：２／23（土）】

地場産業振興センターでまくらざ

きこどもカツオマイスター検定が実

施され，本校からも５年生と６年生

の希望者が23名が受験し，全員合格

することができました。

【鰹節工場の見学】 【 検 定 の 様 子 】

合格者は次の子どもたちです。（敬称略：順不同）

（５年生）

上木原瑛知 下山 瑛太 辻本 大貴 中原 佳祐 板元 愛恋

下山 倖美 下山 月奈 白澤 礼羅 俵積田くるみ 中原ここみ

中村 心美 林 璃々花

（６年生）
庵山 賢心 臼井 星七 茅野 巧真 恒吉 瑛仁 眞茅 悠信

賣島 陽 小城紫衣菜 豊留 佳苗 豊留 葉月 浜村萌々花

宮園 愛花


