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令和２年５月２２日発行

令和２年度が本格的に始まりました！！
校長 釘本 隆洋

５月11日から約２週間が過ぎ，少しずつ学校生活のリズムが

出てきました。子どもたちの元気な笑い声は，学校になくては

ならないものです。

世界的に猛威をふるう新型コロナウイルス感染症の対策とし

て学校では，登校から４回の手洗いタイム（登校してすぐに・

３校時が始まる前・給食の前・掃除が終わった後）の実践や校

内でのマスク着用，授業中（室内）の換気，座席の間隔や友達

との距離をとる・放課後の消毒タイム（教職員全員参加）など

に取り組んでいます。気温が高くなるこれからの時期は，熱中

症にも気をつけなければなりません。

学習面では，新年度の４月に前年度の３月に未履修だった部

分を学習し，５月からおよそ１か月遅れで４月の学習に入りま

した。学級担任や専科担当が全教科の指導計画を見直し，精選

された新しい計画で学習を進めています。

学校行事も「３密を避ける」という視点からいくつかの行事

（授業参観・ＰＴＡ総会・交通安全教室・集団下校訓練・不審

者対応訓練・児童引き渡し訓練等）の実施を見送り，学習の時

間を増やしました。

高学年部（５・６年生）では，部分的教科担任制に取り組ん

でいます。５年生の算数の授業に理科専科の先生が入り，複数

態勢で教えたり，自分の専門教科の学習（５年担任が６年生の

国語⇔６年担任が５年生の体育と英語・国語の物語単元等）を

入れ替えて指導したりしています。経験年数や専門教科等のキ

ャリア，中学校へのつなぎ，担任間の情報の共有などに生かさ

れるメリットの多い取組です。学習の様子や成果，児童の感想

などを今後もお伝えいたします。

家庭教育の充実を図るために各家庭に配付した『一家庭一家

訓』。それぞれの家庭で守ることを話し合い，学校に提出して

ください。（家族の合言葉になるといいですね。）鹿屋市で本年

度から取り組む【親と子の２０分間読書活動】の実施時刻の記

入もお願いしました。いっしょに読書をしたり，子どもさんの

読む音読を聞いたり，読み聞かせをしたりと様々な活動が予想

されます。

新しい取組が一人一人の子どもたちの

成長につながることを期待しています。
《家庭学習を習慣化するポイント》

１ 学習を始める時刻を決める

※ その時刻になったらテレビもスマホもゲームもやめて机へ

２ 夕食・入浴・寝る時刻を決める

５月１４日(木)に１･２年生と
４年生が交通安全教室を実施し
ました。１･２年生は，安全な横
断歩道のわたり方について横断
歩道の前では，しっかり止まっ
て右・左・右を見て，安全を確
かめてから手をあげてわたるこ
とを学習しました。さらに，路
地から出てきたり，路地に曲が
ったりする車に気をつけるため
に，一旦止まって自分の目で確
かめることなども学習した後，
校庭で横断歩道をわたる練習を
行いました。スクールガードリ
ーダーの松﨑さんからも自分の
命を守る大切なポイントをお話
していただきました。
４年生は，安全な自転車の乗

り方についてワークシートやＤ
ＶＤを活用して詳しく学習する
ことができました。
学習した内容について御家庭

でも話題にしていただき，絶対
に事故の無いように御指導くだ
さい。

保健委員会で
マスクづくりにチ
ャレンジしたり，
手洗いタイムを
徹底したりして
感染防止対策
に教児共に取り
組んでいます。



５月９日（土）にＰＴＡ総会を開催する予定となっておりまし
たが，新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として中止するこ
とになりました。そこで本年度は，ＰＴＡ総会の議案について書
面にて決議をとらせていただきました。
提出していただいた全ての書面決議書で「承認する」と回答い

ただきましたことをここに御報告申し上げます。
本年度のＰＴＡ執行部や各専門部等の役員は，次のように決定

いたしました。専門部活動については，部員の方々に御協力をい
ただき，課題を一つでも改善できればと考えております。お互い
に意見を出し合いながら充実した活動にしていきましょう。
また，支部の役員の方々も「子どもを語る夕べ」や子ども会活

動等でお世話になります。１年間よろしくお願いいたします。

総 務 部 研 修 部 事 業 部 環境整美部 保健体育部 生活指導部

部 長 木下 純子（６の２） 原口 日和（４の２） 前野真貴子（５の２） 立神 咲子（１の１） 田嶋 広大（６の２） 塩満 拓也（４の１）

副部長
蔵ヶ崎朋子（６の２） 谷村留美子（６の２） 山口 香織（６の１） 藥師 美幸（５の２） 廣瀬 恵子（５の１） 武田 悦子（６の１）

北方 洋平（３の２） 三宅 真紀（４の１） 恒松 由香（６の２） 小園 希（３の１） 木之下鮎美（５の２） 出口 容子（１の１）

理事担当者 鮫島 裕幸（６の１） 岩切孝一郎（６の１） 清水 洋平（６の２） 藥師 淳子（５の１） 平原 恵（４の２） 平原 美香（６の１）

書記 寶満実代子 田中 静香 上松瀬未那 肥後喜美代 倉冨 駿 東 怜沙

学校 松ノ下みのり 郷原健一郎 安田 裕樹 重久 昌弘 野間 博美 日高 洋子

部員 （山内 舞） 真川 貞子 白山さおり 小園 清武 黒木ひむか （寺脇 啓輔）

塔尾 光夫 谷口ゆり子

支部名 下 堀 横 山 田 淵 大姶良東 大姶良西 獅 子 目 浜 田

支部長 藏ヶ﨑洋樹（４の２） 堀内 俊（４の２） 福留 洋一（１の２） 赤瀬川 威（３の１） 福岡 善博（４の１） 北郷 久幸（５の２） 谷村 喜崇（６の２）

上松瀬未那 寺脇 啓輔 東 怜沙 寶満実代子 山内 舞 郷原健一郎 倉冨 駿

支部担当職員 肥後喜美代 松ノ下みのり 重久 昌弘 日高 洋子 安田 裕樹 黒木ひむか 田中 静香

野間 博美 白山さおり （有川 武） 小園 清武 谷口ゆり子 真川 貞子 塔尾 光夫

会 長 伊牟田憲一

副会長 村岡美代子 北郷 久幸 福留 俊明

（ 教頭 ）有川 武

鮫島 裕幸 清水 洋平 藥師 淳子

理 事 岩切孝一郎 平原 美香 平原 恵

（教職員・支部担当）寺脇 啓輔

会 計 宮地 秀作

監 事 高橋 祐作 有馬 竜治

書 記 （教職員）山内 舞

顧 問 （ 校長 ）釘本 隆洋

５月１９日（火），総
務委員会の進行のもと，
１年生を迎える会が実施
されました。６年生から
の手作りペンダントのプ
レゼントに笑顔の１年生
でした。

１日（月）水泳学習スタート
２日（火）ＪＴＥ来校
３日（水）歯科検診【低学年】
５日（金）耳鼻科検診（3･5･6年）
７日（日）ＰＴＡ環境整美部草刈り

※ＰＴＡミニバレーボール大会は中止
８日（月）「清掃指導強化週間」

「給食栄養摂取状況調査週間」
９日（火）４年生「出前授業」

耳鼻科検診（1･2･6年）
１０日（水）ＡＬＴ来校

眼科検診（全学年）
１１日（木）ＪＴＥ来校
１２日（金）歯科検診（高学年）
１３日（土）土曜授業日

おはなしポケット
１５日（月）「読書指導強調週間」
１６日（火）移動図書館「ほたる号」来校
１７日（水）歯科検診【中学年】
２０日（土）※青少年推進大会は中止
２３日（火）第１回子ども安全対策委員会（19:00～）
２４日（水）委員会活動
２５日（木）ＪＴＥ来校，クラブ活動
２６日（金）ＡＬＴ来校，プール清掃【５年】

いきいき歯っぴいメモリアル
絵画・ポスター展
【入選】 １年 德留 巧人

５年 牧山 華恋

５月１９日（火）の３校時，「人権の花」運動開
会式が校内放送を活用して実施されました。６年
生の清水結衣さんの作文発表やひまわりの種の贈
呈式，「わたしのひとつぼし（自分のよいところ）」
をワークシートに記入する活動などをとおして，
「優しい心や思いやりの心をもって，相手の立場
で考え行動する」ことの大切さなどについて考え
ることができました。人権の花である「ひまわり」
をみんなで協力して育てていきたいです。

学校便り及び学校ホームページ，ツイッター等「公開
承諾」調査に御協力いただきありがとうございました。保
護者の皆様等が撮影された御自分のお子さん以外の
画像等をＳＮＳ等で無断で取り扱うようなことのないように
御注意をお願いいたします。


