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北京オリンピックでは「報われない努力」と

いう言葉も残しています。幼い頃からの目標で

あった４回転アクセルを完璧に跳び着氷するこ

とを目指していました。北京オリンピックで優

勝するという目標はその後に立てたものです。

結局４位入賞でしたが，彼が残した挑戦すると

いう気持ちと行動は，日本と世界の国々の架け

橋ともなったと思います。 

私自身も校長という仕事への挑戦ですし，子

供たちや職員は新しい年度や学年や校務への挑

戦です。一人一人の挑戦が必ずしも実を結ぶと

は限りません。しかし，そこまでに尽くした力

や努力や気持ちは無くなりません。この１年た

くさんの挑戦をして欲しいと思っています。 

 

学校の主役は，子供たち一人一人です。全校

児童８９人がそれぞれ生き生きと学校生活を送

ることが何よりも大切です。 

学校教育目標『主体的に学び，心豊かで，心

身ともにたくましく，夢実現をめざす神山の児

童の育成』を目指して全教職員一丸となって取

り組んでいきます。これまで同様に，保護者の

皆様，地域の方々の温かい御支援・御協力をよ

ろしくお願いします。 

新型コロナウイルス感染症対策に取り組み始め，３

年目を迎える令和４年度が始まりました。様々な学校

行事等の時間短縮や内容の縮小により，これまでとは

違った学校生活の中で，子供たちの成長にも少なから

ず影響があったことと思います。しかしながら，職員

全員がピンチをチャンスに変える意識をもち，コロナ

禍における様々な工夫をして令和４年度をスタートさ

せております。12 人の１年生と転入生１人を迎えて，

神山小学校全校児童 89 人，職員 17 人で実りある一年

間を目指していく所存です。 

さて，申し遅れましたが，この度の異動で新任校長

として中種子町立岩岡小学校から参りました山口和代

と申します。種子島と屋久島の２つの島を繋ぐ架け橋

になれればと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

新たな出会いにあたり始業式，入学式では次のよう

な話をしました。 

〇 挑戦(チャレンジすること)を大切にしましょう。 

「努力は嘘をつく。でも，無駄にはならない。努力

の正解を探すことが大切だ。」これは，ソチオリンピ

ック，平昌オリンピックで金メダルを獲得したフィギ

ュアスケーターの羽生結弦さんの言葉です。 

教職員定期人事異動により，４人の職員が転入しました。これまで通り，神山ならではの地域と一体とな

った，地に根ざした教育活動を進めたいと思いますので，今年度もどうぞよろしくお願いします。 

校   長  山口 和代 

（中種子町立岩岡小学校から）  

教   頭  濵﨑 昇平 

1年担任  𠮷原   梓 

2年担任  榮 修一郎 

3 年担任  石井 由美 

４年担任  神谷 愛奈 

（新規採用） 

5 年担任  菊永 美樹 

6 年担任  坂元 達哉 

おれんじ学級担任  東   康樹 

（さつま町立盈進小学校から）  

おひさま学級担任 下堂薗 亜希子 

理科専科 有馬  亜希子 

養護教諭 宇都宮 千晶 

事務主幹 迫田   雄作 

用 務 員 岩川   小百合 

特別支援教育支援員 長谷部 なほ子 

特別支援教育支援員 黒川   なをみ 

司 書 補 川東    繭右 

４ ・５月 の行 事 予 定 

4 月  

１１日（月）１年生給食開始・体格測定・視力検査 

集団下校（１年生５時間授業） 

１２日（火）聴力検査（1，２，３，５年） 

１３日（水）学級ＰＴＡ・専門部会・ＰＴＡ役員会 

１４日（木）家庭訪問（～２１日） 

１５日（金）交通教室 

１８日（月）１年生を迎える会 

１９日（火）全国学力学習状況調査（６年） 
２０日（水）尿検査 

２２日（金）授業参観・特別支援学級「学び始めの会」・PTA 総会  

２５日（月）いじめ問題を考える旬間（～５/６） 
２７日（水）避難訓練（不審者対応）,心臓検診（１年） 
２８日（木）眼科検診 
 ５月  
６日（金）プール清掃（４～６年） 

１１日（水）耳鼻咽喉科検診 
１４日（土）スケッチ大会 
１８日（水）歯科検診 
２０日（金）春の一日遠足（１～４年） 
２５日（水）体力テスト 
２６日（木）内科検診 
 
※ 町内の新型コロナウイルス感染症の状況次第では中
止や延期となる行事があります。 



第７６回入学式～御入学おめでとうございます！～４／６ 
 今年は 12 名（男子４名，女子

８名）の新一年生が入学してきま

した。入学式では，大きな声で返

事やお礼を言うことができまし

た。まだ少し緊張気味ですが，楽

しく学習や運動を始めています。 

 校区の皆さん，どうぞよろしく

お願いします。 

令和４年度の主な行事予定※４月８日現在 
 

 日 行     事 

４ 

6 新任式・始業式・入学式 

13 学級ＰＴＡ・専門部会 

14 家庭訪問(～21 日) 

15 交通教室 

18 １年生を迎える会 

19 全国学力・学習状況調査〔6 年〕 

22 授業参観・ＰＴＡ全体会・ＰＴＡ総会 

27 避難訓練(不審者・子ども 110 番の家) 

５ 
 

14 スケッチ大会 

20 春の一日遠足〔1～4 年〕 

25 体力テスト 

31 修学旅行〔6 年〕(～6 月 2 日) 

６ 

6 プール開き 

11 
土曜参観・学校保健委員会・心肺蘇
生法訓練・ＰＴＡ奉仕作業 

15 やくすぎ給食スタート 

22 集団宿泊学習〔5 年〕（～23 日) 

７ 

7 授業参観（水泳）･学級ＰＴＡ 

20 １学期終業式 

22 町小学校水泳記録会 

８ 

1 出校日 

19 出校日 

28 ＰＴＡ奉仕作業 

９ 

1 ２学期始業式 

22 運動会準備（ＰＴＡ） 

25 第 76 回秋季大運動会 

26 運動会振替休日 

10 

5 町小学校陸上記録会〔5･6 年〕 

13 避難訓練（地震・火災） 

21 三校（神山小・八幡小・栗生小）交流学習〔6 年〕 

28 秋の一日遠足 

31 読書旬間（～11 月 12 日） 

11 

1 
地域が育む「かごしまの教育」県民週間,学
校参観週間（～7 日） 

4 ふるさと先生授業 

8 読書祭り 

9 町小中学校なかよし音楽会 

10 芸術鑑賞会，町英語暗唱・弁論大会 

12 ＰＴＡバザー 

12 
9 

第 46 回竹馬大会 
学級ＰＴＡ・学校保健委員会 

23 ２学期終業式 

１ 

10 ３学期始業式 

17 鹿児島学習定着度調査〔5 年〕（～18 日） 

27 持久走大会・学級ＰＴＡ 

２ 
2 入学説明会 

24 ＰＴＡ送別球技大会・退会者表彰 

３ 

1 お別れレクリエーション大会 

3 バイキング給食〔6 年〕 

6 創立記念の会 

8 
学習発表会・学級ＰＴＡ･学校保健委
員会・全体会･年度末総会･専門部会 

23 第 76 回卒業式 

24 修了式・離任式 

第７５回卒業式～御卒業おめでとうございます！～３／24 
 神山小を引っ張り，頼もしく成長した卒業生７名が神山

小学校を巣立ちました。卒業生一人一人が，中学校でも活躍

してくれることを期待しています。 

 離任式～お世話になりました～ ３／２５ 
 この度の人事異動で，上村英昭校長先生，山下美由貴先

生，上園弘太郎先生，渡邊良子先生，今掛美子先生の 5 名

の先生方が，本校から転出されました。 

神山小学校での経験を生かしてそれぞれの場で活躍され

ることだと思います。 
神山小学校に在任中の間，保護者，地域の皆様をはじめ

多くの皆様に支えていただきました。本当にありがとうご
ざいました。 

 


