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          校 長  上村 英昭 

 

全員登校日 ０日 ４／10 現在(今年度目標３５日) 

 

 この度の異動で，さつま町立流水小学校から参り

ました 上村英昭 と申します。新任校長として赴

任することになり，期待と不安がありますが精一杯

務めさせていただきます。どうぞ，よろしくお願い

します。 

 

 令和２年度，２０名の新１年生と３名の転入生を

迎えて，神山小学校全校児童８２名，職員１６名で

スタートしました。 

 それぞれの学年に進級した皆さんは，どんな目標

や抱負をもって新年度を迎えられたでしょうか。 

 

  進級，入学，誠におめでとうございます。 

 心よりお慶び申し上げます。 

 

 さて，新年度を迎え「人は人中，木は木中」とい

うことについて考えてみました。この言葉はここ屋

久島に古くから伝わるもので，「杉が杉中ですくす

くと大きく育つように，人も大勢の中でたくましく

大きく育つ」という意味なのだそうです。例えば杉

林の一部の木々を無造作に伐採してしまうと森全

体の調和が崩れ，大きく育たないばかりか，やがて

枯れてしまう。そして，それは私たち人間も同じよ

うなものだと言っているのです。 

かつて教育が一部の人々のものであった時代は

一対一の子弟への教育が当たり前のように行われ

ていましたが，今はそういうことはほとんど行われ 

ていません。それは集団のないところに，人間

形成としての教育が成り立たないからです。

「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがあ

るとおり，一人一人の学びや個性（よさ）を集

団の中で交流し，互いに磨き合うことで人間形

成としての教育が成り立ちます。例えば，集団

の中では適度な競争が生まれ，時には対立と矛

盾をはらみ，それらを乗り越えるために必要な

我慢や克己心，思いやりなどを学んでいきま

す。人は人の中でこそ豊かな人間性や社会性を

育むことができると考えます。学級はもちろん

縦割りグループ等のよりよい集団をつくり，一

人一人の健全な成長を目指していくことはも

ちろんですが，保護者や地域の方々の関わりや

御指導も大変重要です。神山の児童一人一人に

温かい御支援・御指導をいただき，将来子ども

たちが屋久杉のような大木に成長することを

心から願っています。 

今年度も学校教育目標『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

となって進んでいきます。コロナウイルス感染

等の影響が今後どのように教育活動に関わっ

てくるのか不透明な部分が多い中でのスター

トとなりますが，これまでと同様に，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。 

教職員定期人事異動により，６人の職員が転入しました。これまでの通り，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 上村 英昭 

（さつま町立流水小学校から） 

教   頭 井手上 誉弘 

1 年担任 有馬 亜希子 

2 年担任 菊永 美樹 

（鹿児島市立西陵小学校から） 

3 年担任 山下 美由貴 

4 年担任 宮原 景重 

5 年担任 大河原 徹也 

6 年担任 上園 弘太郎 

おれんじ学級担任  下堂薗 亜希子 

おひさま学級担任  西 みどり 

理科専科 石井 由美 

（南九州市立川辺小学校から） 

養護助教諭 武石 多香 

（新規採用） 

事務職員 迫田 雄作 

（鹿児島市立西田小学校から） 

用 務 員 岩川 小百合 

（八幡小学校から） 

支 援 員 長谷部 なほ子 

支 援 員 黒川 なをみ 



 

第７４回入学式～御入学おめでとうございます！～４／６ 
 今年は２０人（男子 14 人，女子６人）の新一年生が

入学してきました。 

 式は，新型コロナウイルス感染防止のため，参加者数

を制限するなどの対応の中で行われました。 

例年とは違う新年度のスタートですが，１年生は，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２年度の主な行事予定 ※４月 10 日現在 
 

 日 行     事 

４ 

6 新任式・始業式・入学式 

15 １年生を迎える会，学級ＰＴＡ・専門部会 

16 家庭訪問(～23) 

17 交通教室 

24 授業参観※中止  ＰＴＡ総会※書面決議に替える 

30 避難訓練(不審者・子ども 110 番の家) 

 全国学力・学習状況調査〔6 年〕※実施未定  

５ 
 

9 スケッチ大会 

12 修学旅行〔6 年〕（～14）※未定 

15 春の一日遠足〔1～4 年〕 

20 体力テスト 

26 集団宿泊学習〔5 年〕（～28) 

６ 

4 プール開き 

10 やくすぎ給食スタート 

13 
土曜参観・学校保健委員会・心肺蘇生法訓練・

ＰＴＡ奉仕作業 

７ 

3 授業参観（水泳）･学級ＰＴＡ 

11 情報講座〔5･6 年〕 

20 １学期終業式 

22 町小学校水泳記録会〔安房小〕 

８ 

3 出校日 

21 出校日 

30 第２回ＰＴＡ奉仕作業 

９ 

1 ２学期始業式 

14 ＯＷＳ参観〔5･6 年〕 

17 授業参観・学級ＰＴＡ 

26 運動会準備（ＰＴＡ） 

27 第 74 回秋季大運動会 

10 

7 避難訓練（地震・火災） 

14 町小学校陸上記録会〔5･6 年〕 

16 秋の一日遠足 

22 三校（神山小・八幡小・栗生小）交流学習 

11 

1 学校参観週間（～7） 

2 読書旬間（～14） 

6 ふるさと先生授業 

12 芸術鑑賞会 

14 学習発表会 

17 町小中学校なかよし音楽会〔2･3 年〕 

12 
4 第 44 回竹馬大会・学級ＰＴＡ 

24 ２学期終業式 

１ 

8 ３学期始業式 

13 鹿児島学習定着度調査〔5 年〕（～15） 

15 授業参観・学校保健委員会･学級ＰＴＡ 

２ 

3 入学説明会 

13 校内持久走大会・ＰＴＡバザー 

26 ＰＴＡ送別球技大会・退会者表彰 

３ 

3 お別れレクリエーション大会 

5 バイキング給食〔6 年〕 

9 創立記念の会 

10 
学校保健委員会・学級ＰＴＡ･全体会･年度末
総会･専門部会 

24 第 74 回卒業式 

25 修了式・離任式 

第７３回卒業式～御卒業おめでとうございます！～３／２4 
 今回 1７人の子供たちが卒業しました。 

３月から一斉臨時休校となり，練習不足で心残りの部

分もありますが，この一年，神山小を引っ張り，頼もし

く成長した卒業生たちは，威風堂々と神山小学校を巣立

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，堀之内尚史校長先生，野間美智

子先生，髙橋由香先生，田代莉沙先生，瀬下夏姫先生，

安藤絹代先生の６人の先生方が，本校から転出，退職さ

れました。 

 ２５日（水）離任

式には多くの保護

者・地域の方々が

来校し，転勤され

る先生方を温かく

見送ってくださり

ました。 

 

 

４ ・５月 の行 事 予 定 
 4 月  

１３日（月）１年生給食開始，集団下校（１年生５時間授業） 

１５日（水）１年生を迎える会 

学級ＰＴＡ・専門部会 

１６日（木）家庭訪問（～２３日） 

１７日（金）交通教室 

２３日（木）歯科検診 

２４日（金）特別支援学級「学び始めの会」 

授業参観※中止 PTA 総会※書面決議に替える 
 

 ４月  

２７日（月）いじめ問題を考える週間（～５/２） 
３０日（木）避難訓練（不審者）内科検診（14:00～） 
 
 ５月  
９日（土）スケッチ大会 

１２日（火）修学旅行（６年 ～１４日）※未定 
１５日（金）春の一日遠足（１～４年） 
２０日（水）体力テスト 
２６日（木）宿泊学習（５年 ～28 日） 



 


