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★ ２学期が始まります・・・
いよいよ，２学期が始まりました。
でも，残念なことに，新型コロナウイルス

が猛威を奮い，感染症が収束するどころか，
爆発的な感染拡大傾向にあるため，山場が見
えず，学校行事が最も多いこの２学期を迎え
るにあたり，非常に危機感を感じています。

さて，現在，鹿児島県では，まん延防止等
重点措置として９月12日まで行っています。

そのため，12日に予定していました第75回
体育大会を，９月25日（土）に変更して開催
することとしました。

昨今のニュースでもお知りおきのように鹿
屋市内の学校でも，この８月に29人が感染す
る事態が発生し，一部の学年を９月５日まで
休校して対応するような危機的状況です。

そのため，本校でも感染対策の徹底を図り，
可能な限り感染者を出さないように留意して
まいりますが，新型コロナウイルス感染症は，
感染しても「無症状」の場合もあるため，知
らぬ間に一気に感染が広がることも予想され
ます。

また，最近の感染ルートにおいては，家庭
内感染が，増えてきているようです。裏面に
もあるように「家庭内でご注意いただきたい
８つのポイント」を本校のホームページにも
掲載しましたので，ご覧いただきご家庭でも
ご協力くださるようお願いいたします。

この厳しい難局を何とか，乗り越えて行く
ためにも３密を避け，手洗い，うがい，換気
の徹底を図り，規則正しい生活リズムと栄養
摂取を心がけ，「うつらない」気持ちと，「人
にうつさない」配慮を一人一人が心がけてい
きましょう。

命を大切に・・・
昨年の１年間で，自ら命を絶った子どもは，

残念ですが全国で499人にのぼりました。（統
計を取り始めた1978年以降，過去最多です）

生徒のみなさん。
もし，悩みがあるなら身近な誰かに相談し

てください。
当然，友だちに相談することは大切です。
でも，子どもたちだけで解決することは，

容易ではありませんし，事態を深刻化させて
しまうこともあります。

だから，もし相談されたら，大人である先
生や保護者，相談窓口等に相談するように話
してください。

電話で相談できる窓口です。
「２４時間子どもＳＯＳダイヤル」

０１２０－０－７８３１０
「かごしま教育ホットライン２４」

０１２０－７８３－５７４

「いのちの電話」
０９９－２５０－７０００
厚生労働省のホームページ

「まもろうよこころ」
ラインなどのSNSを使った相談窓口を掲載

先生方，保護者，地域のみなさん。
実際に子どもたちからの相談を受けた際に

は，「もっと詳しく知りたい」という姿勢で大
人が寄り添って話を聞くことが大切です。

自宅から出かける際や帰宅した際，朝食や
夕食等，普段とのちょっとした違いを見逃さ
ない姿勢で，関心をもって接しながら「いつ
でも相談しやすい環境づくり」を心がけ
「あながた大切です」と伝えていきましょう。

東京パラリンピックから学ぶこと…
パラリンピックを通

して「障がい」の程度
は違えど，障がいとは
何をもって言うのか。

どうして，障がいが
あってもあれだけの動
きや演技ができるのか。
今は，凄いという表現
しか見当たりません。

パラリンピックでは，
どの選手も必ずと言っ
ていいほど，「周囲の方
々に対して感謝の言葉」
を話されています。

そして，パラリンピックを見ていると，「も
っと，私（人間）には，他にできることがあ
るのではないか。些細なことでもいいから何
か始めてみよう」と，自分自身に勇気を与え
てくれているように思います。

最終日は，９月５日(日)です。選手たちの
頑張っている姿に目を向け，応援しながら答
えを探し続けたいと思っています。

【水泳部】 会場：宮崎市総合運動公園水泳場
女子団体 総合１位（女子団体は県勢として初優勝）

女子100m背泳 ２位 小西新(1:06.38)
女子200m背泳 優勝 小西新(2:19.94)
フリーリレー 4×100m 優勝(4:14.83)
（山口，小西，藤田，清水）
メドレーリレー4×100m 優勝(4:38.63)
（小西，原田，藤田，山口）

【水泳部】 会場：千葉県国際総合水泳場
◎ 女子100m 背泳 ６位 1:04.09 小西 新
◎ 女子200m 背泳 ５位 2:17.39 小西 新

令和３年度九州中学総体(8/4～8/6)

令和３年度全国中学総体(8/17～8/19)

＜ 入賞おめでとう ＞

トライアスロン 宇田選手
2013年 仕事中の事故で右腕切断



保護者や地域の皆様には，本校の教育の推進に対して，ご理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。

上記の表は，保護者の皆様からいただいた「学校生活振り返りカード」をまとめたものです。どの項目

も，概ね「よい」「ややよい」が８０％を超えており，充実した１学期になったと考えております。

ただ，「親と子の２０分間読書活動」「地域活動への参加」の項目で，「やや悪い」「悪い」と回答してい

る保護者の割合が高くなっています。

また，保護者の皆様から貴重なご意見，ご要望等を多数いただきました。評価いただいた点はさらに良

くなるように，改善すべき点は改善するように努めていきたいと思います。

１ 学 期 「 学 校 生 活 振 り 返 り カ ー ド 」 の 結 果 よ り

【Ａ：よい，Ｂ：ややよい，Ｃ：やや悪い，Ｄ：悪い】

項 目
１ 学 期

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１ 子どもは，元気よく楽しそうに家を出て登校している。 50.2 39.6 7.3 2.9
２ 子どもは，親にも地域の人にも日頃から積極的にあいさつをしている。 44.2 44.4 10.2 1.3
３ 子どもは，授業が分かりやすいと言っている。 17.6 61.8 16.8 3.8
４ 学校は，分かりやすい授業や補充指導を行っている。 19.2 61.7 16.7 2.3

５
学校は，子ども一人一人に思いをめぐらし，優しさと厳しさをもって対応してい

27.4 61.9 9.4 1.3
る。

６
学校は，子どもたち同士のトラブルやいじめ等の問題に対して，誠実かつ誠意を

26.6 60.1 11.6 1.7
もってしっかりと取り組んでいる。

７
学校は，ホームページや学校だより等で，学校の方針や子どもたちの様子等を適

29.4 58.8 10.8 1.0
切に伝えている。

８
学校は，家庭への連絡等を積極的に行うなど，家庭との連携に努め，信頼関係づ

30.9 55.5 13.2 0.4
くりに努めている。

９ 家庭では，親として子どもの学習の見届けや生活態度への激励賞賛に努めている。 31.9 58.2 8.8 1.0

10
家庭では，子どもと語り，子どもの心情を知り，親の考えを伝え，共に学ぶ機会

40.2 53.5 5.4 0.8
をもっている。

11
家庭では，あいさつや礼儀など，社会性を身に付けさせるために，基本的な生活

48.1 49.4 2.3 0.2
習慣を身に付けさせようと努めている。

12
家庭では，ＰＴＡが推進する「親と子の２０分間読書活動」に取り組んでいる。

6.9 31.5 40.5 21.2
※読書する環境づくり（メディアOFF等）

13
子どもに地域社会の一員であることを意識させるために，一緒に地域活動へ参加

7.9 31.6 38.5 22.0
している。
家庭では，子どもの健康の維持や体力向上を図るために，定期健康診断等の結果

14 を基にした治療の実施，自力登校（徒歩・自転車・スクールバス登校），十分な 38.8 51.9 8.3 1.0
睡眠時間の確保，バランスの取れた食事に努めている。

今年の夏休みも，集中豪雨，洪水，崖崩れ，土石流等のニュースを数多く聞き，見てきました。
日本は，その位置，地形，地質，気象等の自然的条件から，台風，豪雨，豪雪，洪水，がけ崩れ，土

石流，地すべり，地震，津波，火山噴火等による災害が発生しやすい国土となっているため，災害につ
いての認識を深めるとともに，これに対する備えを充実強化することにより，災害の未然防止と被害の
軽減に資するよう，９月１日の「防災の日」を含む８月３０日から９月５日を「防災週間」に設定して
います。

この機会に，防災マップ，指定避難所，安否確認の連絡方法の確認や非常用持出品の準備など，災害
に対する備えを心掛け，「自らの命は自らが守る」意識をもって生活したいものです。

「防災週間」について

【コロナウイルス感染対策と熱中症予防】
◆ 今，何が必要か！

① 予防・対策につながる準備
（マスク，消毒，飲み物等）

② 「３密」を避ける行動
③ 手洗い・うがい・換気の徹底
④ リスクを避ける判断力

→ どのように考え，どう行動したら
リスクを避けられるか。

※ 家庭内感染防止について
家庭内感染が拡大してきています。本

校ＨＰに「家庭内でご注意いただきたい
こと～８つのポイント～」を掲載してい
ますので，ご確認いただき，感染防止対
策をお願いいたします。

９ 月 の 主 な 行 事 予 定

1(水) ２学期始業式
いじめ問題を考える週間（～8日）

2(木) 鹿屋市共通実力テスト（３年）
7(火) ＰＴＡ総務部会
8(水) 体育大会予行（３～５校時）→21日へ
9(木) ＰＴＡ福祉厚生部会
11(土) 体育大会準備 → 24日へ
12(日) 第75回体育大会 → 25日へ
13(月) 振替休日
17(金) 避難訓練
20(月) 敬老の日（祝日）
21(火) 体育大会予行（３～５校時）
23(木) 秋分の日（祝日）
24(金) 体育大会準備
25(土) 第75回体育大会
29(水) 中間テスト（１～５校時）

※ 日程の変更等も考えられますので，学級通信等
でご確認くださいますようお願いいたします。


