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最後に，あいさつに関する２編の詩，河野進氏の著書

「母の詩」（柏樹社 1980）にあるものを紹介させていた

だきます。 

蒸 発 

 

太陽と人に あいさつがない 

木と人に あいさつがない 

小鳥と人に あいさつがない 

水と人に あいさつがない 

大地と人に あいさつがない 

隣と人に あいさつがない 

親と子に  あいさつがない 

神と人に  あいさつがない 

あいさつが 蒸発して砂漠になる 

  

あいさつ 

 

自分から 先に 

おはようございます ありがとう 

すみません さようなら 

太陽のように 小鳥のように 

明るく 和やかに 

ただ 一言のあいさつから 

今日の生きがいが はじまる 

金も 時間も かからず 

ほほえみの 真心だけ 

先日実施した授業参観には，多数の保護者の方々の参加

があり，保護者の方々の教育に対する関心の高さを改めて

感じました。特に１年教室には，多数の参観者が見受けら

れ，子供たちも嬉しそうな表情で学ぶ姿が印象に残りまし

た。参加していただいた保護者の皆様方に心より感謝申し

上げます。 

  さて，本校の課題の一つに「あいさつ」があります。実

態として，以下のような現状があります。 

○ 自分から先にあいさつをしない。あいさつを返さない

子供がみられる。 

○ 相手を見て，気持ちのよいあいさつができない子供が

みられる。 

○ できる場がスポーツ少年団等に限られている。 

屋久島町では，毎月一日を「あいさつの日」に設定し，

「さわやかあいさつ運動」を展開しています。また，今年

度は，神山小ＰＴＡ活動テーマとして，「笑顔で元気いっ

ぱいあいさつできる神山小」を設定し，家庭地域をあげて

あいさつに取り組むことを確認しています。 

学校，家庭，地域の様々な活動の中で，小学生の今の時

期にぜひとも気持ちのよい，心の通い合うあいさつのでき

る子供を育んでいきたいもです。今後とも，家庭や地域で

のご指導・ご協力のほどよろしくお願いします。 

濵﨑 昇平教頭（鹿児島大学教育学部附属小学校から） 

鹿児島大学教育学部附属小学校か
ら赴任しました濵﨑昇平です。明るく
元気な神山小の子供たちの，よりよい
成長のために精
一杯頑張りたい
と思います。 
どうぞよろし

くお願いいたし
ます。 

榮 修一郎 教諭（志布志市立通山小学校から） 

 志布志市立通山小学校から赴任し
た榮と申します。尾之間で，妻と一歳
の娘とのんびりと生活しています♪勉
強にしても遊びにし
ても，「学校が楽し
い！」と子供たち全
員が思えるような学
級を目指して頑張り
ます。よろしくお願
いします。 

吉原 梓 教諭（長島町立川床小学校から） 

 長島町立川床小学校から赴任しま
した吉原梓です。まだまだ，分からな
いことが多いですが，保護者の皆様
と協力しながら，神山小学校の子供
たちのために力
を尽くしていき
たいと思ってい
ます。どうぞ，よ
ろしくお願いい
たします。 

坂元 達哉 教諭（新規採用） 

４年担任の坂元達哉です。 
屋久島の大自然のもと，神山小学校

の子供たちと元気いっぱい勉強し，休
み時間には思
いっきり外で
遊びたいです。
どうぞよろし
くお願いしま
す。 

渡邊 良子 特別支援教育支援員（新規） 

 支援員の渡邊良子です。 
スポーツは苦手ですが，体を動かす

ことは大好きです。神山小の子供たち
と元気に楽し
く一緒に学ん
でいきたいと
思います。どう
ぞよろしくお
願いします。 

今掛 美子  学校司書補（新規） 

 司書補の今掛です。みなさんが「心
に残る1冊」に出会えるよう，図書
室がホッとできる
過ごしやすい場所
になれたらいいな
と思っています。 
どうぞ，よろし

くお願いします。 



１年生を迎える会 
     ４/１４（水） 
 １年生を迎える会がありました。会
の始めに１年生は自己紹介をはきは
きとすることができました。２～６年
生の子供たちは，１年生のために出し
物を披露したり，プレゼントを渡した
りと，１年生を楽しませるためにいろ
いろな工夫をしていました。１年生は
楽しい時間を過ごすことができたよ
うです。 これからも１年生には神山
小の一員とし
て，元気いっ
ぱい，仲良く
勉強に運動に
頑張ってもら
いたいと願い
ます。 

交通安全教室   
４/１６（金） 

 交通安全教室では，下学年と上学年
に分かれ，道路歩行や自転車の乗り方
について，実地訓練をしました。屋久
島警察署の方の話を聞き，安全意識を
高めることができました。今後の道路
歩行や自転車の乗り方に生かしてく
れることでしょう。 

授業参観  
４/2３（金） 

 新年度最初の授業参観ということ
で，多くの保護者の方が参観に来ら
れました。保護者の方に見守られる
中，子供たちは緊張しながらも，張り
切って学習に取り組んでいるようで
した。 
 

「学び始めの会」 
４/２３（金） 

 おれんじ学級・おひさま学級合同の
「学び始めの会」が行われました。 
先生方からのお祝いの言葉や，保護

者の方々の話のなどもあり，緊張しな
がらも，喜びあふれる学び始めの会と
なりました。 
 

いじめ問題を考える旬間 
 ４/２６（月）～５月８日（土） 
 ｢いじめ問題を考える旬間｣が４月

２６日～５月８日の期間にありまし

た。全校朝会では校長先生が｢いじめ

は絶対許されない行為であること｣に

ついて話をされ，子供たちは真剣に聞

いていました。 

 旬間中は，各学級で道徳や学級活動

の時間などで，いじめ問題・人権問題，

命の大切さを主題とした授業を行い

ました。日頃から仲のいい本校の子供

たちですが，これからも自分や友達を

大切にする心を育んでいきたいと考

えます。 

５ ・ ６月の 

行事予定  

 

５月  

８日（土）スケッチ大会 

11日（火）耳鼻咽喉科検診 

14日（金）春の一日遠足（１～４年） 

28日（金）体力テスト 

31日（月）町教育委員会学校訪問 

 

 

６月  
４日（金）プール開き 

８日（火）修学旅行（６年～10日） 

11日（金）６年生休養措置日 

12日（土）土曜参観日 

・ 授業参観 

・ 心肺蘇生法訓練 

・ 学校保健委員会 

PTA奉仕作業（午後） 

14日（月）４時間授業（職員研修のため） 

第１回小中合同研修会（岳南中） 

16日（水）やくすぎ給食スタート 

17日（木）家庭学習強調週間（～23日） 

22日（火）宿泊学習（５年～24日） 

25日（金）５年生休養措置日 

今年度のＰＴＡ役員紹介 
 今年度のＰＴＡ役員等が決定しましたので，お知らせします。 

ＰＴＡ役員・専門部・学級委員長及び担当職員       （敬称省略） 

 役員役職 氏名 専門部・学級 氏名 学校職員 

会  長 鎌田 浩樹 研 修 部 熱田 明日香 下堂薗・石井 
副  会  長 

 

 

 

 

西田 真人 生活指導部 日高 秀美 菊永・有馬 

水谷 聡秀 保健体育部 福島 晃 榮・宇都宮 

青山 裕子 事 業 部 古賀 早苗 山下・𠮷原 

岩川 明奈 １  年 冬口 枕流 石井 由美 

濵﨑 昇平 ２  年 永田 直美 𠮷原 梓 

書  記 上園・榮・坂元 ３  年 稲次 理絵子 上園 弘太郎 

会  計 迫田 雄作 ４  年 岩川 麻衣子 坂元 達哉 

監  事 岩川 勝郎 ５  年 鎌田 里美 榮  修一郎 

 

満園  佐代 ６  年 池田 恵 菊永 美樹 

大谷 千穂 おれんじ  山下 美由貴 

顧  問 上村 英昭 おひさま  下堂薗亜希子 
 

 保護者の皆様へ大切なお願い 

現在，毎日の体調管理カードの記入と提出をお願いしているところですが，徹底されていない現状があります。

特に休日分の未記入が多いです。学校としては，お子様の健康状況を把握し，感染拡大を防ぐために取り組んでい

ます。万が一，感染が確認された場合，過去を遡って体温等の健康状況を確認する必要がありますので，休日を含

めた毎日の検温と体調管理カードの記入を今後もよろしくお願いします。 


