
 

 

 

 

 

 

 
 
 

校長 上村 江里香 

１学期も今日で終わりになります。４月からこれまで大きな事故やけが，

病気もなく，全員元気に夏休みを迎えられました。新任校長として佐仁小

学校に赴任してきて，早４か月が経ちましたが，先生方と力を合わせ，何と

か学校運営してきました。何をしてきたのかわからないまま過ぎた１学期

という印象です。地域の教育風土を生かした教育活動の推進に対して，校

区全体でご協力いただいたことには，頭が下がる思いでいっぱいです。本

当にありがとうございました。 

 夏休みは普段できない体験に取り組める時でもあります。島口教訓カレ

ンダーの中に「見慣れ聞き慣れや学問に勝り ゆかり人
ちゅ

ぬ 行
うくふな

い見ちゃり 

聞きちゃり」と言う教訓があります。体験は子どもを大きく成長させてく

れます。それが困難なものであればあるほど，より大きな成長の糧になり

ます。どんなことをするか，またできるか計画を立てさせるのも良い勉強（経験）になります。市や地域・

自然の家などの公共の施設で企画している活動等（ボランティア，自然体験，宿泊体験）を利用してもよ

いと思います。休みの間にひとつぐらいは心に残る体験に取り組ませてみてください。９月に一皮むけ

た子どもたちに会えることを楽しみにしています。 

 保護者，地域の皆様，１学期のご支援・ご指導に感謝申し上げます。事故のない，子どもたちの笑顔輝

く素晴らしい「夏」になりますよう，保護者，地域の皆様，子どもたちの健康と安全への配慮，今後もど

うぞよろしくお願いします。 

 

 
 
２名の佐仁っ子の作品が素晴らしい賞を 

受賞しました。おめでとうございます。 

 

【大島地区歯と口の健康週間ポスター】 

特選 １年 ○○○○さん 
 
【令和３年度 県図画作品展校内審査会】 

特選 ３年 ○○○○さん 

※ 福火勇狼さんの作品は，地区の特選とし 

て鹿児島県の審査会に出品されます。 
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※ この学校だよりは，『佐仁小学校ホームページ』より発信中です。どうぞ御覧ください。 

８月の行事予定 
１１日(水) 学校閉庁日(～13日) 

１５日(日) 校区墓地清掃(予定) 

１８日(水) 校区愛のパトロール 

１９日(木) 校区一斉ラジオ体操，校区愛のパトロール 

２０日(金) 出校日，緑陰読書，校区愛のパトロール 

２９日(日) PTA・校区合同奉仕作業（7：００～） 

３０日(日) PTA・校区合同愛校作業(７：００～) 
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【剪定前】  【剪定後】 

仲良し姉妹のスマイル！ 二枚貝，とったど～！ 



 

     ６月 12 日(土)に行われた土曜授業参観には，御多用の中，

御参加くださりありがとうございました。今年度も親子間，家庭間のふ

れあい，学び合いを目的として，様々な活動を行いました。 

朝の活動では，親子読書会の○○さんに，読み聞かせをしていただき

ました。本の題名は，「どんなにきみがすきだかあててごらん」。子供た

ちは，主人公と自分とを重ね合わせながら，「自分も愛される存在なの

だ」と再確認するように，ほっこりとした表情で聞き入っていました。 

 2 時間目は，歯と口の健康月間にちなんで，「全国歯みがき大会」を

親子で実施しました。これは，正しい歯みがきの仕方を啓発することを

目的に，毎年 Lion が主催している活動です。DVD を視聴しながら，

正しい歯のみがき方を学びました。 

3時間目は，親子読書活動を行いました。まず，総務・図書委員会の

子供たちが，「ダウト」探しを取り入れた読み聞かせと，言葉を並べ替

えて本の題名を当てるクイズを行いました。工夫された活動に，参加者

全員が，本に親しむことができました。次の活動は親子読書。一人 1冊

の本を親子で読み合い，「親子読書カード」に感想を記入し合いました。

楽しかった活動を振り返り，2年生の○○○○さんは，「去年のクイズで

は，一問も当てられなかったけれど，今年は当てることができてよかっ

たです。」と嬉しそうに感想を発表しました。 

「ふれあい，学び合い」の場となった土曜参観。保護者のみなさんが

いらっしゃったときの子供たちの学習意欲の高さは，目を見張るものが

あります。これからも，子供たちの学びの姿をぜひ参観されてください。 

 

 

６月 14日(月)に，笠利地区の先生方をお招きして，複式

指導法研究会を行いました。算数の研究授業では，約 20名の先生方が

参観。緊張感が漂う中，教室に響き渡る林先生の元気な声。その声に平

常心を取り戻し，考えを一生懸命ノートに書いて伝えようとする子供た

ち。子供と先生との信頼関係がにじみ出るような素晴らしい授業でし

た。きらりタイムで，6 年生の○○○○さんは「たくさんの先生方がい

て緊張したけれど，分数のかけ算の計算の仕方が分かってよかったで

す。」と学びを振り返りました。その姿を目にした先生方は，「きらりタ

イムで授業の振り返りを子供たちの言葉で行う取組が素晴らしかった

です。」と褒めていらっしゃいました。 

 
 

     6月 18日(金)に総合的な学習の時間の学習として，校区の食草フィールドワークを行いまし

た。案内をしてくださったのは，奥道子さん。これまでの学習で，様々な蝶とその食草に詳しくなった子

供たちは，「あっ，○○の食草があった」「幼虫はいないかな」と，目を輝かせながら活動しました。また，

飛び入りでフィールドワークに参加した ALT のローラ先生も，「いろいろな蝶の餌になる植物を知るこ

とができて勉強になりました。奄美の自然にまた詳しくなりました。」と嬉しそうに話していました。 

 奄美大島が世界自然遺産に登録されれば，たくさんの観光客がいらっしゃることでしょう。その対象

ではなくても，自然にまつわる観光資源が豊富なことは，佐仁校区の強みです。美しいリーフや夕日とい

った佐仁を象徴する観光資源に蝶を加えてはどうか。これが佐仁っ子の校区活性化に向けた提案です。 

 

 

 

 

 

 

【読み聞かせに聞き入る佐仁っ子】 

【親子読書活動の様子】 

【全国歯みがき大会の様子】 

【算数の研究授業の様子】 

【校区内で見付けた蝶の食草を観察する佐仁っ子】 【見付けたツマベニチョウの幼虫】 



 

６月 22日(火)に老人クラブとの交流学習を行いました。今回は，チーム対抗グラウンドゴル

フ大会を企画し，子供たちの運営のもと，一緒に盛り上がりました。一打ごとに打者が交代するルール

で，合計１０ホールの打数を競った結果，見事優勝した Cチームの○○○○さん(５年生)は，「優勝できた

ことも嬉しいし，子供だけで大会を進めることができたこともよかったです」と満足げに語りました。 

初心者に近い子供たちでも，その楽しさを満喫できたのは，スティックの握り方や打ち方を優しく教

えてくださった，おじ・おばのおかげです。笑顔が輝く楽しいひと時をありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
      ６月 25日(金)に，「海遊び」を行いました。天気は快晴。

絶好のコンディションの中，集まってくださった保護者や校区のみなさ

んと，楠野までのリーフを散策して回りました。お目当ての二枚貝を見

付けると「いたよ」と響く子供たちの歓喜の声。グループの友達と協力

しながら，ドライバーや小さなバールを巧みに使って，二枚貝をはがし

にかかります。しばらくすると，「やったあ，取れたよ」と再びリーフ

に歓喜の声が響きました。楽しかった活動を振り返り，3年生の○○○○

さんは，「大きな二枚貝がたくさん取れました。みんなで協力してとれ

たので，いいチームだなあと思いました」と感想を話しました。 

この楽しい自然体験学習ができるのも，佐仁の美しい海岸があってこ

そ。豊かな自然をいつまでも守り，後世へ受け継いでいくため，今年度

も毎月の「市民清掃の日」に親子海岸清掃に取り組んでいます。この活

動を通して，一人一人が「美しい佐仁のリーフを美しいまま残していき

たい」という気持ちを高めるなら……。佐仁の海は，いつまでも佐仁っ

子と佐仁校区の「誇りの海」であり続けることでしょう。 
 
 
 

      ６月 30 日(水)と７月６日(火)の朝の活動で，「おすすめ

の本紹介バトル」を行いました。これは，本の魅力を紹介し合い，最

も読みたくなった本を多数決で選ぶという活動です。これまで教頭へ

のブックトークを通して，紹介の腕を磨いてきた子供たち。話の組立

を工夫したり，ジェスチャーを交えたりしながら，本の魅力を上手に

伝えることができました。見事，総合チャンピオンに輝いた，３年生

の○○さんは「チャンピオンを目指して，おうちでたくさん練習したの

で，とても嬉しいです」と満面の笑みで「優勝インタビュー」に答え

ていました。第 2 回は，12 月に開催されます。プレゼン力に磨きを

掛け，更にレベルアップしたバトルが展開されることでしょう。今か

ら楽しみです。 

【第１回おすすめの本紹介バトルの結果】 

低学年の部チャンピオン １年 ○○○○さん 「おばけがっこう」  木村 裕一 

中学年の部チャンピオン ３年 ○○○○さん 「ふまんがあります」 ヨシタケシンスケ 

高学年の部チャンピオン ５年 ○○○○さん 「ねこのなまえ」   いとう ひろし 

【二枚貝の捕獲に挑む佐仁っ子】 

【今年も大漁～貝を片手に集合写真～】 

【グラウンドゴルフ大会の様子】 【おじ・おばも佐仁っ子もみんな笑顔の集合写真】 

【おすすめの本紹介バトルの様子】 



 
    7 月 13 日(火)に，家庭教育学級も兼ねて，ハブ咬傷予防教室を

行いました。まず，ハブの生態や咬傷の予防に関する講話を聞きました。

講師の宮川先生によれば，「ハブには熱を感知する特殊な器官があり，反射

的にかみつく習性があること」「草むらや木の上に潜んでいることが多い

ため，不用意に近付いてはならないこと」「見掛けたら助けを呼び，ハブの

出没を知らせること」「夜間は，できるだけ道路端から離れて歩いたほうが

よいこと」理解したり実践したりすることが大切なのだそうです。次に，

万が一咬まれてしまったときの対処法を学びました。「一刻も早く救急車

を呼ぶこと」「安静を保つこと」「タオルなどで，傷口より心臓に近い方を

しばって毒が回らないようにすること」「毒吸出し器などで毒を吸い出す

こと」が大切なのだそうです。最後にハブ取扱専門員の恵先生の補助のも

と，職員が捕獲訓練を行いました。捕まるまいと首を振りながら抵抗する

大きなハブに戸惑いながらも，「ハブ採り棒」で無事，捕獲することができ

ました。命を守る学習を終え，５年生の○○○○さんは，「こんなに近くで

ハブを見ることはなかったのでこわかったです。遊びに行くときなどに 

気を付けたいです」と感想を話しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のとじ込み文書は，次の 

４通です。御確認ください。 

① 愛のパトロールについて(案内) 

② 校区一斉ラジオ体操について(案内) 

③ 愛校作業の実施について(案内) 

④ 水難事故防止運動強調月間チラシ 

【ハブ咬傷予防教室の様子】 

【３年 ○○○○】 

学習では体育の鉄ぼうをが 

んばりました。たくさん練習

してさか上がりができるようにな

りました。そうじもがんばってト

イレそうじが上手になりました。 

【２年 ○○○○】 

算数をがんばれたと思い 

ます。なぜかというと，算

数の「1学期まとめテスト」で

100点をとることができたか

らです。 

【１年 ○○○○】 

算数のひき算のとき，大きい 

方の数字を最初に言ったり「足

すではなくて引く」と考えたりするこ

とを続けました。すると，ひき算がで

きるようになりました。 

【５年 ○○○○】 
大なわとびのとき，１回で入

れるようになりました。また， 
タブレットパソコンを使えるようにな
りました。そして，算数の授業では，か
け算とわり算が苦手だったけれど，すら
すらとできるようになりました。 

【５年 ○○○○】 

音読が上手にできるようにな

りました。また，一輪車の練習 

を頑張って，好きな方向に行けるように

なりました。そして，長なわとびでは，

１回で入れるようになりました。 

【３年 ○○○○】 

ひらりさんと協力しながら 

ほうきがけやぞうきんがけを

して，佐仁小学校をきれいにすること

ができました。また，他の人の手伝い

をすることもできました。 

【３年 ○○○○】 

体育の鉄ぼう運動をがん 

ばりました。何回も練習を

して，さか上がりができるよう

になりました。 

【３年 ○○○○】 

２階のそうじのときはろう下の 

ぞうきんがけをがんばって，１階

そうじのときは階段のそうじをがんば

りました。自分の場所が終わったら，

手伝いをすることもできました。 

【６年 ○○○○】 

算数の分数÷分数の計算がで

きるようになりました。また， 

一輪車で空中乗りができるようになり

ました。そして，長なわとびでは，１

回で入れるようになりました。 

 今年度の学校評議員の方々を紹介します。学校評議員は，

校区の代表として，学校教育をよりよくするための意見を述

べてくださる方々です。１年間よろしくお願いします。 

宮崎 行弘さん(１ 区 区 長) 

安田 重照さん(学 校 応 援 団 長) 

平  照子さん(婦 人 会 長) 

松村千恵子さん(民生委員・児童委員) 

米田 順子さん(民生委員・児童委員) 


