
                           

令和４年４月 22日発行 

校訓「強く 正しく 最後まで」 

                                児童数 男子 198 人 女子 170 人 計 368 人 

                                           （Ｒ４.４.６現在） 

 

【５月の生活目標】 
☆ 身なりや身の回りの物を 
整えよう。 

【５月の保健目標】 
☆ 身の回りをきれいにしよう。 
【５月の給食目標】 
☆ 準備の仕方，後始末の仕方を知ろう。 

【５月の主な行事予定】 
 

3日(火) 憲法記念日（ ● 祝日） 

４日(水) みどりの日（ ● 祝日） 

５日(木) こどもの日（ ● 祝日） 
１０日(火) 尿検査（脱漏者） 
１１日(水)  知能検査（２・4年） 
      耳鼻科検診（１・５年） 
１２日(木) 体力・運動能力調査（２・４・5・6 年） 
１３日(金) 歯科検診 
      生活リズム点検（～22日） 
１４日(土) 土曜参観，PTA 総会 
１７日(火) 避難訓練（不審者対応） 
１８日(水) プール掃除（6年） 
１９日(木) 眼科検診 
２０日(金) 耳鼻科検診（３年） 
２４日(火) プール開き 
      内科検診 
２６日(木) 児童総会 
 

◇歯っぴい週間  ＜９(月)～１３日(金)＞ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 １ 組 ２ 組 人数合計 

１ 松元 友太       23人 奥 香保里        ２３人 ４６人 

２ 新垣  愛            ３４人 藏 亜紀子         ３４人 ６８人 

３ 染谷 ゆう子       ３５人 有薗 孝之     ３６人 ７１人 

４ 前田 雪絵(新規採用)  ２９人 曽根 綾太     ２８人 ５7人 

５ 松元 美香      ３１人 山下 卓朗     ３３人 ６４人 

６ 加藤 信吾        3１人 山口 のどか       ３１人 ６２人 

あおぞら 1組 満 ひさの  ５人 2組 野妻 奈美  ７人 3組 力武 誠    ５人 男子１９８人

女子１７０人 

 計３６８人 

わかくさ 1組 〔児島 ひとみ〕５人 2組 二渡 ゆい ８人 3組 中里 智代美 ８人 

わかば １組  武田 瑞穂  １人 ※特別支援学級人数は再掲                    

校長  中村 勝(赤木名小) 教頭  前野 剛志 理科専科  新山 崇 

算数専科  児島 ひとみ 初任研指導  川上 徹(崎原小中) 専科非常勤講師 進 伸美 (新規任用) 

事務主幹  潤 利美 養護  保枝 理恵 ＳＳＷ    郁 智己 

学校司書  積 美帆 校務員 福 明日香 購買部 徳田 佳子 

支援員 橋口 真由美 支援員(初任研後補充) 山元 舞 支援員 安永 愛華 (新規任用) 

管理人 重 秀一 管理人   福地 功  

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。 

※ わかくさ 1組の担任は，まだ，県教委から教員の配置がないため，当分の間，算数専科の児島

教諭が務めます。 

奄美小 学校だより 

   奄 美 子 

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 20 分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，できるだけ欠席届用紙に書いて届ける
か安心安全メールで連絡するようにしてください。電

話での連絡も受け付けますが，その際は午前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く
ださい。 
 
４ 学校安心メールについて 

 ４月 11 日（火）にテストメールを配信しました。

登録されていない方やテストメールが届かなかった
方は，登録をお願いします。登録の仕方については，
教頭までお問い合わせください。また，各学級や子ど
も会等で個別の連絡等が必要な際は，安心メールの活
用も可能ですので，その際は，教頭へ御連絡ください。 

（※ 今年度から欠席の連絡でも利用できます。） 

（ ）内は転入職員の前任地等 
（Ｒ４.４.６現在） 

まあるい心で 

校長 中村 勝  

 46 名の新１年生を迎え，令和４年度がスタートしました。コロナ禍ということで，さまざまな制

限がある中ですが，今年度も学校教育活動への御協力をよろしくお願いいたします。 

 さて，今年度，笠利の赤木名小学校から本校に赴任しました校長の中村 勝といいます。よろし

くお願いいたします。ある先生が，「素直な子どもたちですよ。」と言っていたとおり，笑顔の多い

明るい子どもたちで心がほっとしたところです。また，始業式の日から， 

・ 入学式準備を協力してがんばっている子供 

・ 朝のあいさつ運動を笑顔でがんばっている委員会の子供 

・ 朝のボランティアの時間にプランターへの水掛をがんばってくれている子供 

・     〃       花壇の草取りをがんばってくれている子供 

・     〃       ガジュマルの落ち葉を掃除してくれている６年生 

・ 廊下歩行の決まりを守りながら過ごしている子供たち 

いろいろな，さすが，すごい，すばらしいを見ることができてうれしく思っています。 

 ４月１日から学校に着任し，上のように，たくさんのうれしいことが見つかりました。もう一つ

学校の「いいな」を見つけることができたこともうれしいことの一つです。それは，奄美小のキャ

ッチフレーズです。あ，ま，み，の３つの言葉を使っています。昔，先生たちが，考えて作ってく

れたのでしょう。感謝です。 

奄美小のキャッチフレーズ→『あかるく まあるい心で みんな友達 奄美子』 

一人一人が大切にされ，やさしい心で協力し合いながら成長していくように取り組んでいきます。

「まあるい心で」という言葉で頭に浮かんできたきたことが，「四角い仁鶴が，まあるくおさめま

っせ。生活笑百科，るるるる るるるー。」のフレーズです。まあるい心は大切ですので，子供た

ちの心に寄り添いながら取り組んでいきたいと思います。御協力をよろしくお願いいたします。 

 

 ４月，民生委員の皆さん，老人クラブの皆さん，地女連の皆さんが登校指導をしてくださいまし

た。ありがっさまりょうた。 

 

島くとぅばなんてぃ日記（ぜんぜん，なとぅらんばや） 

＊ ３年ぐらい前から，日記のようなものを島口で書く練習をしており，続けさせていただきたい

と思います。島口についても教えていただけるとありがたいです。 

わんや ４月なてぃ 生まれてぃ はじむてぃ コードレスぬ インパクト電動ドリルば こうたんちょ（買

いました）。はげー，ほーらしゃや（うれしい）。店ち いじ（行って） メーカーむんぬ カウンターじ 30％

オフち 書ちあてぃ 店員さんむ 丁寧あてぃ 感謝した どうろ ありょん（ところです）。だんば つかゆん 

くとぅぬ しばらく ねんかもち しわ（心配）しゅんど。次や いつか コードレス振動ドリルば こうてぃ，

海し いじ，竿ば 固定しゅん 穴ば あけん くとぅば できりゅん にし かんげとぅん（考えている） ど。

だんば ふんとぅに ドリルちいいば 種類ぬ がばあてぃ（いっぱいあって） 分からんちょや。 


