
～ 学校だより ～ 

令和２年５月号 

屋久島町立神山小学校 

         校長 上村 英昭 

 

全員登校日 ０日 ５/７現在(目標３５日) 
 

 授業中，子供たちの元気な声が響き渡るようになっ

た矢先，新型コロナウイルス感染及び感染拡大防止の

ため，５月１０日までの「一斉臨時休業」が始まりま

した。保護者の皆様方には，多大な御心配と御苦労を

お掛けしていることと存じます。 

 子供たちが楽しみにしていた修学旅行や宿泊学習，

一日遠足等の学校行事が軒並み中止や見直しを迫ら

れています。また，学習指導においても新年度のスタ

ートとなる４月，５月をこのような形で過ごすことに

なり，これから先多大な困難が予想されます。今後は，

これまで以上に保護者の方々と連携を図りながら教

職員一丸となって教育活動の充実を図っていかなけ

ればならないと考えています。今後とも御支援・御協

力のほどよろしくお願いします。 

 さて，新学期がスタートして１月余りですが徐々に

それぞれの学年のカラーが見えてきたように感じて

います。担任の大きな職務の一つに「学級集団作り」

があり，子供たち一人一人のよさを互いに認め合い，

高め合うといった「支持的集団作り」が学習指導や学

級経営の礎となります。 

 ドロシー・ロー・ノルトというアメリカの教育学者

の著書「子どもが育つ魔法の言葉」の中に「子ども」 

という詩があります。 

 

 批判ばかりされた子どもは，非難することを覚える 

 殴られて大きくなった子どもは，力に頼ることを覚

える 

 笑いものにされた子どもは，ものを言わずにいるこ

とを覚える。 

 皮肉にさらされた子どもは，鈍い良心の持ち主とな

る 

 しかし，激励をうけた子どもは，自信を覚える 

 寛容にであった子どもは，忍耐を覚える 

 称賛を受けた子どもは，評価することを覚える 

 フェアプレーを経験した子どもは，公正を覚える 

 友情を知る子どもは，親切を覚える 

 安心を経験した子どもは，信頼を覚える 

 可愛がられ抱きしめられた子どもは，世界中の愛情

を感じ取ることを覚える 

 

  このことは，担任による学級集団作りにはもちろん，

保護者による子育てにも通じるものです。 

 担任や保護者のよりよい子どもへの関わりが子ども

を育みます。 

 

５ ・ ６ ・ ７ 月 の 行 事 予 定 
5月7日時点の予定です。状況によって，延期や中止等も予想されます。 

 ５月  
１８日（月）町教育委員学校訪問 
※ 修学旅行は12月へ延期 
※ 宿泊学習は11月もしくは12月への延期で調整 
 
 ６月  
３日（水）耳鼻咽喉科検診 

１０日（水）やくすぎ給食スタート 
※ 土曜参観日（授業参観，心肺蘇生法訓練， 

第１回PTA奉仕作業・・・中止 
※ 学校保健委員会・・・書面（資料配布）に替える 

 ６月  
１２日（金）眼科検診 
１５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） 
１８日（木）家庭学習強調週間（～２８日） 
 
 ７月  
１日（水）～１１日（土）漢字力･計算力テスト週間 
３日（金）水泳学習参観・学級ＰＴＡ 
７日（火）学校関係者評価委員会 

２０日（月）終業式・集団下校 



「制約のある中で，子供たちにとって有意義な活動を！」４月２５日（土）から５月１０日（日）まで「一
斉臨時休業」，その間神山小学校は４月 30 日（木）・５月７日（木）に分散登校を実施しました。新型コロナウイルス感染及び感染
拡大防止のためとは言え，学校生活の中で３密を防ぐことは容易ではありませんが，工夫しながら進めております。 

１年生を迎える会 
     ４/１５（水） 
 １年生は楽しい時間を過ごすことが
できたようです。（今年の会は，全児童
一緒ではありませんでした。） 
１年生のために出し物やクイズ，そし

てプレゼントと，工夫をこらした活動と
なりました。１年生には，学校生活に一
日も早く慣れ，
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   
４/１７（金） 

 交通安全教室では，始めに屋久島
警察署の方の話を聞き，その後下学
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，しっかりと
時間をかけて訓練をしました。 

マスクの寄贈 
ありがとうございます 
 神山小学校にマスクの寄贈があ
り，児童へ配布しました。栗生の
「ワイケーエス屋久島（株）」様
（下，写真のもの）からと屋久島町
老人クラブ連合会様からありまし
た。入手困難な折，本当にありがと
うございました。 

今年度のＰＴＡ役員紹介 今年度のＰＴＡ役員等です。 

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 田𦚰 総徳 研 修 部 伊藤 美樹 下堂薗・石井 

副  会  長 

 

 

 

財部 美紀 生活指導部 大谷 千穂 山下 

岩川 貴充 保健体育部 毛利 秀敏 宮原・武石 

稲次 絵里子 事 業 部 鈴木 裕子 西・菊永 

笹倉 愛 １  年 財部 香代 有馬 亜希子 

井手上 誉弘 ２  年 末原 美和 菊永 美樹 

書  記 
大河原・上園 

・有馬 

３  年 鈴木 由美 山下 美由貴 

４  年 日髙 秀美 宮 原 景 重 

会  計 迫田 雄作 ５  年 鎌田 美穂 大河原 徹也 

監  事 

 

 

岩川 勝郎 ６  年 岩川 智香 上園 弘太郎 

松本 ひとみ おれんじ  西   みどり 

鎌田 里美 おひさま  下堂薗亜希子 

顧  問 上村 英昭 
 

学級ＰＴＡ・ＰＴＡ専門部会  
４/１５（水） 

 学級ＰＴＡ・ＰＴＡ専門部会は，
予定通りの実施でした。次の日か
らの家庭訪問（２３日まで）も無事
終えることができました。 
ＰＴＡ総会は残念ながら開催で

きないところですが，今年度もど
うぞよろしくお願いします。 

転入職員の紹介です！教職員定期人事異動により，6 人の職員が転入しました。これまでの神山ならではの，地域と一
体となった，地に根を下ろした教育活動を進めたいと考えますので，今年度もどうぞよろしくお願いします。 

上村 英昭 校長（さつま町立流水小学校から） 

竹と温泉の町さつま町から赴任しま
した上村英昭です。屋久島の恵まれた自
然を生かした教育活動を積極的に進め
たいと考えていま
す。保護者や地域の
方々のご支援・御協
力のほど，よろしく
お願いします。 

石井 由美 教諭（南九州市立川辺小学校から） 

 南九州市立川辺小学校から赴任しま
した石井由美です。屋久島の大自然と，
子供たちや保護者や地域の方々の温か
さに癒やされる毎日
です。食べることとお
しゃべりが大好きで
す！どうぞよろしく
お願いします。 

菊永 美樹 教諭（鹿児島市立西陵小学校） 

 ２年担任の菊永美樹です。 
子ども３人と，のびのびと原

で生活しています。屋久島の遊
びに詳しく
なりたいで
す。よろし
くお願いし
ます。 

迫田 雄作 専門員（鹿児島市立西田小学校から） 

事務職員の迫田雄作です。休みの日はよ
く散歩しています。早速，住宅の周辺を周
りましたが，屋久島の雄大で美しい自然に
驚いてばかりでし
た。神山小学校での
生活にも早く慣れて
頑張りたいと思いま
す。どうぞよろしく
お願いします。 

武石 多香 教諭 ※新規 

 養護教諭の武石多香です。2 年ぶり
に神山小の子供たちと会えて喜んでい
ます。今，休校措置や行事などが延期に
なって残念ですが，
気持ちは明るく，バ
ランス良く食べて
元気に頑張りまし
ょう。今後ともよろ
しくお願いします。 

岩川 小百合 用務員 

 八幡小学校より赴任しました
用務員の岩川小百合です。神山
小は初めての小学校です。初心
に戻って頑張りますので, よろ
しくお願い
します。 



 


