
 

令和２年５月発行 

校訓…強く 正しく 最後まで 

                          児童数 男子 240 人 女子 201人 計 441人 

                                     （Ｒ元.5.21 現在） 

奄美小の子供たちを光に!! 

 １年生は学校に，２年生以上は新しい学年，学級に，やっと慣れてきた矢先，新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のために，臨時休校となってしまいました。臨時休校の期間，保

護者の皆様には，家庭での子供たちの生活面や学習面，心身の健康面等について御配慮い

ただき，誠にありがとうございました。７日から学校が再開しましたが，この未知なる敵

は，想像以上に手強そうで今後も油断ならない状況のようです。学校でできる感染防止の

取組を，教育委員会や市内の他校とも連携しながら進めていきますので，御理解と御協力

をお願いいたします。 

 また，保護者の皆様におかれましては，子供たちへの感染に対する不安に加え，学校が

休校になったことにより，「学校での勉強は大丈夫だろうか」といった心配もあるのでは

ないでしょうか。今後，行事等の精選を図りながら計画的に進めていきますので，御理解

と御支援をお願いいたします。 

 さて，本年度は，ＰＴＡ総会が実施できませんので，学校経営について保護者の皆様へ

お伝えする機会がありません。そのため，この紙面で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，この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

いきますが，この「共に」の基盤となるのが，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「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。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，頑張ったこと，伸びた点を認めて，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ます。自信を持った子供は，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くこととなります。 

 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。本年度もよろしくお 

願いいたします。 

奄美小 学校だより 

   奄 美 子 



（ ）内は転入職員の前任地等 

（Ｒ２.５.１現在） 

年 １ 組 ２ 組 ３ 組 人数計 

１ 瀧澤 佳子    26 宮園 愛          26 奥 香保里(伊津部小) 26 78人 

２ 力武 誠     30 土谷 春奈    29  59人 

３ 山下卓朗(新規採用)37  児島 ひとみ    37    74人 

４ 新山 崇 (知覧小) 36 松元 友太    36  72人 

５ 曽根 綾太    30 山口 のどか   30 冨吉 浩太郎   30   90人 

６ 有薗 孝之    34 松元 美香    34  68人 

わかくさ 1組 中里 智代美 6 2組 山田 義輝  6 3組 池田由美子(朝日小)７ 男子240 人 

わかば 1組 鶴重はつみ  １ （休職 川原 さつき） 4組 森 節子(住用小)３ 女子201 人 

あおぞら 1組 満 ひさの  ８ 2組 迫地 裕樹  8  ※ 特別支援学級人数は再掲です 計 441人 

校長  𠮷峯 進 教頭  玉泉 克将 音楽  染谷 ゆう子(職場復帰) 

算数専科 恒松 克子 少人数 里山 喜久乃 理科  （未定） 

事務主幹 潤 利美 養護  保枝 理恵 ＳＳＷ 郁 智己 

購買部 徳田 佳子 学校司書 積 美帆 支援員 叶 洋子 

校務員 宮井 わかな 支援員 俊岡 香織 支援員 橋口 真由美 

初任研指導 稲澤 弘久(朝日小) 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。 

ＰＴＡ活動スタート 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ対応 Ｑ＆Ａ 

 Ｑ：「仕事で鹿児島に行きますが，帰島後 

                           家族は2週間の自宅待機になりますか？」 

 Ａ：「島内外を問わず，また公私を問わず 

                           県外の方との接触があった場合には，本                                      

                           人及び同居する家族は「２週間の自宅待                     

                           機」が求められます。このような状況に

ある場合には学校へ連絡をお願いします。 

＜５月後半＞ 

27日(水) 地区女性マスゲーム講習会 

           ＜中止＞ 

＜６月＞     

１日(月) 水泳学習開始 

    教育実習→10 月に延期 

12日(金) 児童総会 

13日(土) わかくさ団集団下校 

16日(火) 幼保小連絡会 

20日(土) ＰＴＡバレーボール大会 

            ＜中止＞ 

25日(木) 特別支援学級授業参観・ＰＴＡ 

30日(火) 授業参観，学級ＰＴＡ（高学年） 

＜７月＞ 

２日(木) 家庭教育学級研修会 

     授業参観，学級ＰＴＡ（低学年） 

３日(金) 授業参観，学級ＰＴＡ（中学年） 

４日(土) 土曜授業（５・６年生の名

瀬中学校合唱コンクールへ

の参加は中止） 

８日(水） 学校評議員会 

14日(火) 民生委員と語る会 

19日(日) わかくさ団ドッジボール大会 

20日(月) １学期終業式  

 延期していたＰＴＡ専門員会役員会を５月 15 日(金)

に開催し,21 日(木)には役員さんを中心に資料丁合を行

い，資料を作成しました。ＰＴＡ総会(紙面決議)に向け

て，資料を配付してあります。27日（水）を総会決議書

（回答表）提出期限にしていますので，全家庭の提出を

お願いします。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。 

４ 学校安心メールについて 

 皆さんの御理解により，ほぼ登録していただきました。

あと数名の方のみ担任から電話連絡を行い対応します。

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，教頭へ御連絡くださ

い。なお，おやじの会も更に盛り上げるべく，募集を兼

ねて項目を作ってあります。登録を御検討ください。 

コロナに 
負けらんど 



 


