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児童数 男子384人 女子411人 計795人
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現在，ＰＴＡや地域の方々に協力いただきながら，創立５０
周年記念事業に取り組んでいます。この５０年の歴史の中で，
これまでどのような記念事業に取り組んできたか振り返ってみ
たいと思います。

こうしてみますと，東谷山小学校が，地域や保護者，卒業生
から，大事にしてきていただいたことが分かります。東谷山小
に対する願いや期待は，今も昔も変わらないものです。

昭和４４年４月に９学級，児童３１１名，職員１３名で，
｢体は強く 心豊かに 考え深く」の教育理念を掲げ，スター
トしましたが，その当時は，魚見ヶ原一面，菜の花畑でひばり
の声が聞かれ，広い校庭から東に雄大な桜島，南に錦江湾が続
き大隅半島が遠望できる素晴らしい環境だったと聞いています。
教育は，種をまく仕事だと言われます。子供たちのために様

々な種をまきます。その種はやがて芽を出し，花を咲かせ、実
を結ぶだろうと信じて関わる営みです。その花を咲かせ実を結
ぶために教育環境という土壌を豊かに耕すことも大事な教育の
一環です。
この５０年の間に、学校・家庭・地域が力を合わせ知恵を出

し合って，｢未来の子・豊かな子・英知の子｣を育てようと，様
々な種をまき，育てて花を咲かせる営みを世代を超えて繰り返
してきました。そのたゆまぬ努力のお陰で今の東谷山小学校が
あります。
節目，節目の記念事業で整えていただいた教育環境は，今在

籍している子供たちがその恩恵を受けて自分色の花をさかそう
としています。
今年は創立５０周年の節目にあたり，今，新たな種をまこう

としています。この５０周年記念事業は，今東谷山小に通って
いる子供たちだけのためではなく，これから入学してくる１０
年，２０年先の子供たちのために教育環境を整え種をまく営み
でもあります。未来からの使者である子供たちのために，皆様
のお力をお貸しください。

創立記念事業の歩み

【１０周年】予算額 ８４０万円
・ 校歌の制定
・ 記念誌の発行
・ １０周年記念碑の建立(玄関前の築山に設置)
・ 築山(百数十本），小鳥舎，昆虫舎，藤棚の設置
・ 補助プールの建設
・ 保健棚の設置
・ １６ミリ映写機の購入

【２０周年】予算額 ５０６万円
・ 金管楽器の購入
・ 校舎に校章・校名・２０周年記念看板設置
・ 記念写真集発刊
・ 小鳥舎建替
・ 大型鏡設置
・ 印刷機購入
・ 記念植樹(シイの木，白木蓮，寒緋桜，ミカンなど）

【３０周年】予算額６３１万円
・ 飼育舎改築
・ 金管楽器購入
・ 記念誌発行
・ パイプ椅子・長机購入
・ 体育館ステージ昇降階段設置
・ 記念植樹

【４０周年】予算額３００万円
・ 楽器の購入
・ メモリアルボックス（タイムカプセル）設置
・ 冷水機の設置
・ 図書室机・椅子の購入

近年，想像を超える災害が発生し、これまで以上に安全を確

保し，命を守ることが重要になってきています。

これまで行ってきた集団下校は，災害に対応して集団下校を

させても，最後の子供は一人になり安全に帰宅できたのか，帰

宅後の安全は確保できているのか確認ができない状況でした。

また，帰宅して家の中で一人でいるとき，さらに次の災害が起

きた場合，避難の判断ができるかなど，不安がありました。

それよりも保護者へ直接引き渡す方が子供を安全に下校させ

ることができる，親が一緒であれば安全を確保し，命を守る可

能性が高いと考え，引き渡し訓練を行うことにしました。その

ためには，速やかに引き渡しができるように保護者も学校も一

緒になって訓練しておかなければ，災害に対応できずに，混乱

が生じて迅速な危険回避につながっていかないと考えす。

このようなことから，実際を想定した訓練に協力をお願いし

たいと思います。

１ 訓練日

平成３０年６月９日（土）２・３校時

（引き渡しは10時20分以降になる予定です。）

２ 引き渡し場所 東谷山小学校体育館

３ 訓練の流れ

(1) 校長，教頭，学年主任，防火防災，安全指導係で災害の

対応を協議する。

⇒ 通学路や信号機の停止，ブロックの倒壊等により，児

童だけでの帰宅は困難であり，保護者の引き渡しが必要

と判断する。

(2) 手順

① 関係機関への連絡，保護者へのメール配信，防災緊急

カードを金庫から持ち出し，学年主任へ配付

② 学年主任：学年へ連絡，準備でき次第体育館へ移動

③ 教務主任：引き渡し場所（体育館）に引き渡し本部を

設置，体育館での全体指揮・指導

④ 学級担任：帰宅準備を早急に指示し，準備ができ次第

体育館に引率する

⑤ 専科等：保護者・児童の誘導

⑥ 保護者は，災害発生時の行動計画に従い，児童の引き

取りに来校する。

⑦ 職員は，引き渡し要領に従って速やかに引取責任者

（保護者等）に引き渡す。

⑧ 児童は保護者と共に下校しながら，通学路周辺の危険

が予想される場所や「子ども１１０番の家」等を確認す

る。

※※※【 お願い 】※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

１ 緊急メールを確認してから行動して下さい。

２ 迎えは原則徒歩となります。

３ 迎えに来る保護者等は，「引き渡しカード」に登録してある方のみ

です。

４ 体育館校舎側前方ステージに近い入口に集合して下さい。

引き渡し訓練へのご協力とお願い

【災害の想定】
大地震が発生（震度６強）。学校を含め，地域に被害発生。児童だ

けの下校は不可能な状態と判断。児童の安全確保のため，「児童引き
渡し」を決定し保護者に引き取りをお願いする。停電。電話はかかり
にくい状態。メール配信は可能。



【６月の行事予定】

１日(金) 水泳学習開始 ９日(土) 土曜授業

１日(金)～15日(金) 児童引き渡し訓練

校内読書旬間 14日(木) ヒガタニキッズデー

４日(月)～14日(木) 17日(日) 日曜参観

校内人権旬間 教育講演会

４日(月)～９日(土) 18日(月) 振替休日

歯と口の健康週間 24日(日) 校区あいごドッジボ

４日(月) 教育実習開始 ール大会

８日(金) 内科検診 28日(木) 学校評議員会

(4年3･4組,5年)

５月１８日(金)に「歯と口の健康週間行事」の取組の一環と
して鹿児島歯科学院専門学校の方々に来ていただき，１年生と４
年生にて歯科指導をしていただきました。
一生歯を大切にしていくためのポイントや正しいブラッシング

の仕方など子供たちの視覚に訴える具体的資料や実技指導等を通
して分かりやすく教えていただきました。
まずは，むし歯予防が大切です。毎日の歯磨きを丁寧にす

るとともに保護者による仕上げ磨きもしてみてはどうでしょ
うか。また，昨年度はむし歯治療率は約５０％でした。むし
歯があったらすぐに治療することで，歯の健康を保つことが
できます。歯科検診の結果が届いているかと思いますが，治
療が必要な場合は，早めの治療をよろしくお願いします。

歯と口の健康週間行事

市教育委員会の委嘱を受けて，校区内にお住まいの安
崎紀夫さんが本年度も本校のスクールガード・リーダー
として活動してくださっています。
月に２～３回程度，学校周辺や通学路，公園など危険

箇所がないか，不審者が隠れそうな見通しの悪いところ
はないか，不審な車が止まっていないかなどを中心にパ
トロールをしていただいています。
スクールガードリーダーを始めとして，地域の多くの

方々が子供たちのためにパ
トロールや交通指導を行っ
ていただいています。
毎年校区内でも不審者情

報があります。大きな事件
が起こらないよう，学校･家
庭･地域が一体となって子供
たちの安全を見守っていき
たいと思います。

スクールガード･リーダ－の紹介

人を傷つけることばを指摘され，理不尽さに気付かされる
とき，｢つい，うっかり言ってしまった｣ということですまそ
うとしてしまう心はないでしょうか。でも，その一言は紛れ
もなく自分の心の中に潜んでいる【意識】から出た言葉なの
です。それに気付かない，また，気付こうとしない自分にな
ってはいないでしょうか。
お互いが，共に幸せに生きていくために，なくてはならな

いものが"人権"です。人権は，特別なものではなく，あなた
とわたしの，毎日の生活の中にあるのです。

本校では，市教育委員会の取組｢いじめ防止啓発強調月間
（ニコニコ月間）｣とタイアップして，6/1(金)から14(木)ま
でを校内人権旬間として，子供たちと一緒に"人権"について
考え，いじめや差別をなくしていく，あるいはいじめや差別
を起こさせない心の基盤をつくる実践をしていきます。

【６月の校内人権旬間の取組】

１ 人権に関する授業
学年 主 題 題材名

1年 ○友情，信頼 「ぞうさんとおともだち」

2年 ○性といのち 「みんなちがっていいんだ」
（ひらく１・２年）

3年 ○よりよい学校生活， 「学級しょうかい」
集団生活の充実

4年 ○なかま 「おたがいの思いを
もっと知り合うために」

（ひらく３・４年）

5年 ○なかま 「うなり声」（ひらく５・６年）

6年 ○公正，公平，社会主義 わたしのせいじゃない

〔これらの授業を通して…〕
① 学級の実態（課題）をとらえて教材を選び，授業をす
ることで，自分のこととして学習していきます。

② 教材を通して気づかせる授業をすることで，日々の自
分たちの生活にいかすようにしていきます。

③ 子供たちが本音で語り合ったり，行動につなげたりす
る授業にすることで，自分たちの課題に正面から向き合
っていきます。

④ 授業後，感想を書く活動を取り入れていくことで，子
供が自分を振り返ったり，教師がそれをさらに学級づく
りにいかしたりしていきます。

学校における人権同和教育の取組

｢こころのなかに｣

つい 言ってしまった ひとこと

うっかり 言ってしまった ひとこと

ごめんね
傷つけるつもりは なかったんだけど

わたしも 悲しい

でも あなたは もっと悲しいよね

ごめんね

傷つけるつもりは なかったんだけど

あなたを大切に想う
こころの根っこを探しながら

そのひとことが

わたしのこころのどこから出てきたのか

恐る恐る

わたしのこころを そっとひらいた

平成20年度人権教育資料から

２ 標語やポスターの制作とコンクールへの出品・校内掲示
子供たちの人権尊重の意識高揚のために，学校全体とし

て人権標語や人権ポスターの制作と，コンクールへの出品，
校内掲示を進めていきます。
※ 作品コンクール入賞作品は，7/21(土)～8/4(土)に鹿
児島中央駅東口側地下通路（つばめロード）に掲示され
ます。

本校は，学校が定めた｢いじめ防止基本方針｣だけでなく，
ＰＴＡと一体となって進めている｢いじめ防止プロジェクト｣
にも取り組んでいます。この機会に人権について親子で語り
合い，いじめをしない，させないようにするにはどうすれば
よいかを考えてみてください。




