
 

令和元年５月発行 

校訓…強く 正しく 最後まで 

                          児童数 男子 251 人 女子 213人 計 464人 

                                     （Ｒ元.5.21 現在） 

奄美小の子供たちを光に!! 
 あいさつが遅くなり申し訳ございません。校長の 𠮷峯 進（よしみね すすむ）と申し
ます。４月に奄美小学校へ来ました。どうぞよろしくお願いいたします。 
 保護者の皆さん，地域の皆さんも御承知のとおり，去る５月 13 日に本校児童２人が亡
くなる大変辛い出来事がありました。学校としましては，子供たちの心のケアに努めなが
ら，粛々と教育活動を進めてきました。突然の出来事に驚き，深く悲しむ子供もいました
が，現在はそれを乗り越え，元気に学校生活を送っていますので，御安心ください。 
 さて，私は，奄美小学校で，子供たちの次の３点を高めたいと考えます。 
１点目，子供たちの自己肯定感（自尊感情），自己有用感を高めます。 
２点目，子供たちの学力を高めます。 

 ３点目，子供たちの郷土愛を高めます。 
 このような子供たちを育てるために，家庭でも次のような御協力をお願いいたします。 
子供たちの自己肯定感（自尊感情），自己有用感を高めるために・・・ 
 子供の良いところ，頑張ったこと，伸びたところを，ほめてください。毎日ほめてくだ
さい。ほめるところが見つからない場合には，お手伝いなどの役割を与えて，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，子供たちが他の人から自分が認められていると実感で
きるほめ方もしてみてください。 
 子供は，ほめられると自分に自信を持つことができるようになり，自信を持った子供は，
困難なことやきついこと等にもくじけず，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，日常生活にも生きて働くこととなります。 
子供たちの学力を高めるために・・・ 
 子供たちが高い学力を身に付けておけば，夢の選択肢が広がります。確かな学力の定着
のためには，学校での授業の充実と，家庭学習の習慣化が不可欠です。学校から出された
宿題等に子供がきちんと取り組んでいるか，家庭での見届けと確認をお願いします。保護
者の皆さんも小学校時代を振り返りながら，たまには子供と一緒に宿題等に取り組んでみ
てはいかがでしょうか。 
子供たちの郷土愛を高めるために・・・ 
 今や奄美は，日本国内だけでなく，世界から注目される島となっています。奄美で生ま
れた，育った，生活したことに誇りを持つことが，これから子供たちが力強く生きていく
上での心の基盤となります。奄美の自然，文化，風習などを，もっと教えてください，感
じさせてください。 
 本年度，保護者や地域の皆さんとの絆を一層深めて，奄美小学校の子供たちを“光り輝
く存在”にしていきたいと思います。御支援，御協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美小 学校だより 

   奄 美 子 

４月８日（月），春日和の心地よい天気の下，大勢の来賓・保護者の方々 

が見守る中，第 95回入学式が行われました。本年度は男子 34人，女子 34 

人，合計 68人のピカピカの１年生が奄美小学校に入学してきました。１年 

生の皆さん，保護者の皆様，御入学おめでとうございます。大事なお子さん 

の健やかな成長のために，職員一丸となって見守るとともに，家庭との連携を密にとっていきたいと

考えていますので，よろしくお願いいたします。15 日（月）からは，楽しみにしていた学校給食も

スタートし，おいしそうに食べる姿が見られました。また，17 日(水)には「１年生を迎える会」が

行われ，歌や学校生活の紹介，クイズなどの出し物で，上級生が１年生を温かく迎えました。 



（ ）内は転入職員の前任地等 

（Ｒ元.５.21現在） 

年 １ 組 ２ 組 ３ 組 人数計 

１ 23 瀧澤 佳子 23 松元 美香 23 名島 舞子 69人 

２ 27 力武 誠 (岩川小) 27 生島 洋美 （原良小） 27  土谷 春奈 81人 

３ 42 恒松 克子  40  山口 のどか(新規採用)     82人 

４ 30 児島 ひとみ(串木野小)  29 松元 友太 29 里山 喜久乃（名瀬小）  88人 

５ 34 曽根 綾太（天降川小）  34 冨吉 浩太郎    68人 

６ 25 有薗 孝之（藺牟田小） 25 大塚 翔 26 宮園 愛 76人 

わかくさ 4  中里 智代美 8  鶴重はつみ(武岡台小) 5  河野 圭亮(伊敷中) 男子２５1人 

あおぞら  7  満 ひさの 7  山田 義輝 6 迫地 裕樹 女子２13人 

わかば  1  坂井 美枝子 ※ わかくさ･あおぞら･わかばの人数は再掲 計 464人 

校長  𠮷峯 進（奄美市教委） 教頭  玉泉 克将 音楽  田中 優子 

少人数 宮崎 範晴 少人数 川原さつき（亀津小） 理科  山元 美穂 

事務  潤 利美 初任研指導 用 隆也 養護  保枝 理恵 

購買  徳田 佳子 学校司書 積 美帆 ＳＳＷ 郁 智己 

支援員 叶 洋子 支援員 俊岡 香織 支援員 橋口 真由美(名瀬小) 

校務員 宮井 わかな 管理人 福村 功一 管理人 重 秀一 

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。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 学級ＰＴＡでもテーマを設けて，話合いを 

                         充実させていきましょう。 

 

 

 

 

 

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 学校安心メールへの登録をお願いします。 

 緊急時の連絡や共通理解事項，児童の安心・安全に関 

する連絡等に利用します。まだ登録されていない方は， ※ 今年度の学校だよりは「奄
あま

美子
み こ

」と 

早めにお願いします。不明な点は教頭へお願いします。  題してお届けします。校歌の歌詞より 

                           引用しました。 

４月 15日（月），特別支援学級では開級式が行われま

した。子どもたちが元気いっぱいに名前やできるように

なりたいことなどを発表しました。今年度は「わかくさ」

が３クラス，「あおぞら」が３クラス，「わかば」が１ク

ラスの合計７クラス編成となります。それぞれの学級で

は，子どもたちの実態に応じたきめ細かな学習支援を行

ってまいります。御理解と御協力をよろしくお願いいた

します。 

４月 26日（金）まで家庭訪問を実施しました。

御多用な中，時間を割いて，各担任を温かくお迎

えいただきましたことに心から感謝申し上げま

す。家庭訪問でいただいた保護者の思いや情報を

今後の教育活動に活かして参りたいと思います。

ありがとうございました。 

＜５月後半＞ 

２２日(水) 尿検査（二次） 

２３日(木) 子どもと一緒に読書の日 

２８日(火) 修学旅行出発式（20:00～） 

２９日(水) 地区女性マスゲーム講習会 

      チャレンジデー 

３１日(金) ６年生休養措置日 

＜６月＞     

３日(月) 耳鼻科検診（～４日） 

     教育実習（間先生～14日）） 

 ７日(金) 児童総会 

８日(土) わかくさ団集団下校 

１１日(火) ５年生集団宿泊学習（～13日） 

１４日(金) ５年生休養措置日 

１６日(日) ＰＴＡ奉仕作業（３・４年） 

２２日(土) ＰＴＡバレーボール大会 

２７日(木) 特別支援学級授業参観・ＰＴＡ 

ＰＴＡ活動スタート 

【奄美小学校ＰＴＡ運営テーマ】  

みんなで育もう！児童の豊かな人間性を！ 

～全員参加のＰＴＡを目指して～ 

 ５月 13日(土)にＰＴＡ総会を開催し，本年

度の役員・活動内容・予算等が承認され，本

格的にスタートしました。子どもたちのため

に，皆さんのお力添えをよろしくお願いしま

す。 



  


