奄美小

学校だより

奄 美 子

令和３年５月発行

校訓…強く

正しく 最後まで

児童数 男子 226 人 女子 187 人 413 人
（Ｒ３.５.１ 現在）

奄美小の子供たちを光に!!
校長 𠮷峯 進
新入生 63 人を迎え，全校児童 413 人で令和３年度がスタートしました。校長の𠮷峯 進
（よしみね すすむ）と申します。奄美小学校３年目となります。新年度が始まり２か月
が経とうとしていますが，本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年度の卒業式の式辞の中で，
「ようやく新型コロナウイルスのワクチン接種の目処がた
ち，普通の生活へ向けた明るい兆しが見えてきました」と述べましたが，感染拡大前の生
活へ戻るのは，まだまだ先のようです。学校におきましては，毎日の子供たちの体調確認，
マスクの着用，手洗いの徹底，十分な換気等，これまで同様，学校ができる感染症対策を
実施していきます。今後とも保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
まず，紙面をお借りして，本年度の学校経営について簡単に説明させていただきます。
学校教育目標は，「共に学ぶ・育つ・生きる」です。「共に学ぶ」とは，子供たちや教職員
が学び合うこと，「共に育つ」とは伸び合うこと，「共に生きる」とは認め合うことです。
すべての教育活動において，学校教育目標の達成を大きなねらいとした取組を進めていき
ます。この「共に」の基盤となるのは，子供たちの自己肯定感（自尊感情），自己有用感の
育成です。そのため，本年度の一事徹底を昨年度から引き続き「１日１回以上，自分と友
達に３Ｓ（さすが，すごい，すばらしい）」と設定しました。この一事徹底とは，子供たち
が生き生きと学校生活を送り，自己の伸長が図れるよう，教職員と子供たちが共通実践し
ていくものです。
友達の良い点や素晴らしい言動を見付け，称賛することに加え，下校時や就寝前等に１
日の自分の言動を振り返り，良かった点や素晴らしい言動を自己称賛する。あるいは，１
日の生活の中で友達からの称賛や自己称賛に値する言動を常に心がける。これらのことに
よって，自己肯定感や自己有用感が高まっていくのではないかと考えます。
保護者の皆様も子供の良い言動，頑張り，伸びた点を見付け，ほめてください。毎日，
毎回ほめてください。ほめるところが見つからない場合には，お手伝い等の役割を与え，
それができたことをほめてください。
「すごいね。がんばったね。よくできたね。えらいね。」
と，行為自体を直接ほめることも大事ですが，
「〇〇を頑張るあなたが大好きだよ。あなた
の〇〇するところがすごいね。」など，子供たちが他者から自分が認められていると実感で
きるほめ方を実践してみてください。子供は，ほめられると自分に自信を持ちます。自信
を持った子供は，少々のことにくじけたり，へこんだりせず，積極的，主体的に言動する
ようになります。このことが，勉強にも，運動にも，日常生活にも大きく生きて働きます。
学校と家庭が手を取り合った一事徹底の実践により，奄美小学校の子供たちを光り輝く
存在に高めていきましょう。
なお，本年度から，男女共にお互いの性差を認め，個性を尊重し合い，全員が幸せに活
動できる学校生活の充実を目指し，
「性別で分けない」名簿の使用や整列等を実施していま
す。具体的には，次のように取り組んでいますので，御理解ください。
☆ 児童名簿については，「あいうえお」順を基本とする。
☆ 通常の子供たちの整列については，
「性別で分けない並び順」と
し，式典等における子供たちの整列についても名簿順を基本とす
る。
☆ 各種健康診断や運動会の種目等，性差に配慮しなければなら
ない内容によっては，「性別で分ける名簿」を使用したり，男女
別に実施したりする。

（ ）内は転入職員の前任地等
（Ｒ３.５.１現在）
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今年度の奄小オールスタッフです。よろしくお願いいたします。

ＰＴＡ活動スタート
ＰＴＡ専門員会役員会を４月 15 日(木)に開催し,４月
23 日（金）には，新旧理事会・評議員会を実施しました。
ＰＴＡ総会は紙面開催となり，先日資料を配付し, 253
名の方から総会決議書（回答表）を提出していただきき，
皆様から議案の御承認をいただいたところです。
今後とも，保護者の皆様のお力添えをよろしくお願い
します。

学校からのお知らせ・お願い
１ 正門の開閉について
本校では，不審者対策として，学校の正門は午前８時
過ぎには閉めるようにしています。学校に用事がある場
合や子どもたちが遅れて登校する場合は，隣の通用門か
給食室前の西門を利用することになります。
２ 欠席の際は必ず届け出をお願いします。
欠席の際は，電話での連絡を控え，できるだけ欠席届
用紙に書いて届けるようにしてください。やむを得ず電
話で連絡する際は，午前８時までにはお願いします。
３ 敷地内駐車について
体調の悪いお子さんや怪我をしているお子さんの送迎
を除き，学校内への車の乗り入れは認めておりません。
どうしても必要な際は，事前に教頭へ御連絡いただける
と助かります。特に，4 階校舎裏入り口前のコンクリート
部分（給食受配施設入り口）の駐車禁止に御協力をお願
いします。開放の際は，事前に安心メールで連絡します。

＜６月＞
３日(木) 眼科健診
12 日(土) 土曜授業
わかくさ団集団下校
ＰＴＡバレーボール大会 ＜中止＞
15 日(火) 幼保小連絡会
ＰＴＡ理事・評議員会
18 日(金) 生活リズム点検(24 日まで)
24 日(木) 特別支援学級授業参観・ＰＴＡ
30 日(水) 授業参観，学級ＰＴＡ（高学年）
＜７月＞
１日(木) 授業参観，学級ＰＴＡ（低学年）
２日(金) 授業参観，学級ＰＴＡ（中学年）
７日(水） 学校評議員会
10 日(土) 土曜授業
18 日(日) ＰＴＡ奉仕作業（下学年）
20 日(木) １学期終業式
25 日(日) わかくさ団ドッジボール大会
28 日(水) 市小体連水泳記録会
不審者対応について

18 日（火）に，警察の方に来ていた
だき，不審者対応の避難訓練を実施し
ました。登下校の時に不審者と遭遇し
た際の対応，
「いかのおすし」や「子ど
も 110 番の家」等について学習しまし
た。また，不審者と遭遇した場合は，
４ 学校安心メールについて
必ず保護者や担任に連絡するよう，子
皆さんの御理解により，ほぼ登録していただきました。
どもたち指導しております。
あと数名の方のみ担任から電話連絡を行い対応します。
保護者の皆様，子どもから不審者の
また，各学級や子ども会等で個別の連絡等が必要な際は，
話を聞いた際には，学校又は警察への
安心メールの活用も可能ですので，その際は，教頭へ御
連絡もお願いいたします。
連絡ください。

