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学期の終わりに，保護者の皆様に我が子や周りの子供のキラリを
書いていただくようになって２年半が過ぎました。
子供のがんばりやよさを認めて，自信を持たせることは自己肯定

感や，自己有用感を育てることにつながると考え，このキラリ賞に
取り組みはじめました。この取組を通して，家庭や地域での子供た
ちの姿が伝わってきて，学校では見えないその子のよさを知ること
ができました。
また，我が子だけでなく，我が子の友達や地域の中でがんばる子

供の姿に目を向けて下さる保護者が増えてきていることにとても感
謝しています。ともすると，子供の悪い面に目がいってしまいがち
になり，苦情めいた情報しか学校に届かないことがよくあります。
しかし，ありがたいことに本校では、地域ぐるみで子供たちを見守
って下さり，よいことも気になることもしっかり伝えていただいて
います。
我が子をよりよく育てたいなら，我が子の友達や周りの子供にも

よりよく関わることが大切だと言われます。親と同様周りの子供の
影響も大きいからでしょう。だからこそ我が子だけでなく周りの子
供たちのよさにも目を向けたいものです。そして，気付いたよさや
がんばりを，その子供はもちろん，その子の保護者に伝えてあげら
れたらすばらしいと思います。
例えば，我が子の友達のＡさんに会ったときに，

｢Ａちゃん｡いつも元気なあいさつをありがとう｡気持ちがいいよ｡｣
そして，Ａさんのお母さんに
「Ａちゃんは，いつも私に元気なあいさつをしてくれますよ。」
我が子には，
「Ａちゃんのあいさつはすごく元気があって上手だね。お母さんは
Ａちゃんからあいさつされるととてもいい気分になるよ。」
きっとこの会話は，Ａちゃん

にも届いて，Ａちゃんの自信に
つながっていくと思います。こ
んな会話が広がっていくことを
願っています。
３学期の学級ＰＴＡの折に保

護者が書いて下さったキラリ賞
の一部を紹介します。全てを紹
介できませんが，いろいろな場
面で子供のよさやがんばりがキ
ラリと光っています。

【1年生】
・初めはあまり上手ではなかった縄跳びも上手に跳べるようにな
って驚きました。練習がんばったね。

・２分間跳びあと７秒で惜しかったけれど，こんなに長い時間跳
んでいるのを家でみたことがなかったので感心しました。なん
でも真面目に一生懸命取り組むことがステキです。

・最近，一人でお留守番ができるようになったね。怖いときや寂
しいときもあるかもしれないけど，よく頑張っているね。

・いつも朝のあいさつ，下校中のあいさつなど，とても丁寧にあ
いさつしてくれます。お礼もきちんとできてすごいです。

・お掃除や片付けを手伝ってくれて助かります。
・寝る前にいつも｢朝６時に起こしてね｣と声かけするようになり
ました。自主的にがんばろうとする姿がうれしいです。

・先生の補助で長縄をクラスのみんなのために一生懸命回してく
れました。ありがとう。

・子供が傘を忘れたときに，帰りに傘に入れてくれてありがと
う。

・毎日，図書の本を借りることをがんばっている。家で本を読む
ことが増えている。スタンプ五個のくじで早く｢大吉｣がでると
いいね。

・玄関の靴を家族の分まできれいに並べてくれて，みんな気持ち
よく出かけられます。

・３学期になって一人で学校に行けるようになりました。
【２年生】
・１年間，登下校の時，１年生の面倒をみてくれてありがとう。
・代表であいさつする人を決めるとき，自分から積極的に手を挙
げたところがすごいと思いました。

・元気よく「いってきます」とあいさつをして，学校へ向かって
います。

・ご飯のお手伝い，早寝早起き，次の日の準備をがんばっていま
す。

・登校中，怪我をしている１年生に「大丈夫」と声をかけて親に
知らせてくれました。登下校中でみんな学校に急ぐ中，困って
いる友達を助ける姿が，とてもかっこよく優しいお姉さんに見
えました。

どの子もキラリ輝くよさをもっています。 【３年生】
・お米をといで，夕食の支度を手伝ってくれます。
・妹や弟がどんなことをしているのか，どのように過ごしてい
るのか，いつも気にかけて心配して見守ってくれる様子が頼
もしいです。

・発表会で堂々と発表できる姿を見て３年生もがんばっている
な，成長したなと思いました。４年生でも自信を持ってがん
ばってほしい。

・息子が休んだとき，プリントを家まで持ってきてくれました。
「熱，大丈夫ですか」と優しく声をかけてくれてありがとう。

・ステキな貝殻の絵を描いていました。お手伝いをしてほしい
とき，すぐに来てくれます。

・毎朝，いつも一番に起きて「今日もがんばろう」と元気づけ
てくれます。

・２学期より自分の机の上がきれいに片付けられるようになり
ました。

・かけ算九九の定着のために，毎日お風呂でかけ算九九を唱え
ています。

・家族に「～してくれてありがとう」と感謝の気持ちを言葉に
して伝えてくれます。

【４年生】
・毎日，お母さんを助けてくれてありがとう。
・転入生にとても仲よくしてくれてありがとう。
・料理の手伝いをしてくれるようになりました。
・土日にサッカーの試合なので金曜日に時間をかけて宿題や準
備を済ませています。

・毎日，朝さっと起きて準備をし，学校までの長い距離をがん
ばって歩いて行きます。

・小さな妹の話を聞いたり一緒に遊んだり，一緒に手伝いをさ
せたりして面倒をみてくれます。

・なわとび大会に向けて自宅でも練習をがんばっていました。
苦手な二重跳びもあと少し。苦手なこともがんばっています。

・転校してから学校や友達になれるまで大変なこともあったと
思うけど，毎日元気に休まずに登校できました。

・家族みんなに元気の出る声かけをしてくれて心が温かくなり
ます。

【５年生】
・勉強や運動，音楽のリコーダー，ピアニカなどあらゆる面で
努力をしていました。自主的な姿を見て本当に感心します。

・朝，病気で休んでいた息子を迎えに来てくれてありがとう。
これからも元気にがんばって下さい。

・最近一人で起きられるようになってすばらしい。
・下級生ともいつも仲よく登校してくれています。
・応援団，宿泊学習，表現活動，５年生でしかできない貴重な
経験に向き合い，心の成長を感じた１年でした。

・仕事から帰ってきたら，母のために温かーいコーヒーを入れ
てくれてありがとう。一日の疲れが吹っ飛ぶときです。

・この１年で，本をたくさん読むようになりました。
・バタフライが泳げるようになってすごい。
・友達と仲よくして，いやなことを絶対言わない。
【６年生】
・３～６年生まで３年間，暑い日も寒い日も弱音を吐かず吹奏
楽部をがんばりました。

・いつもだれよりも大きな声を出して一生懸命チームを引っ張
る姿がステキです。

・ごみを出してくれてありがとう。
・ゲームを２０分したら親がいなくても自分から宿題をする決
まりを守っています。

・あいさつの習慣を身に付け，いろいろな人とあいさつするこ
とができるようになりました。

・ご飯を炊いて待っていてくれます。弟の宿題チェックもして
くれてありがとう。

・友達が友人関係で悩んでいると，話を聞いて相談に乗ること
ができます。

・まだ入学したばかりの頃，泣いている我が子を毎日お世話し
てくれてありがとうございました。ご卒業おめでとうござい
ます。

【東谷山小職員】
・いつも，子供たちの安心・安全を保障して下さりありがとう
ございます。それは保護者の安心につながり，感謝していま
す。



創立当時から使ってきた，給食コンテナ室が古くなったので，
新しくコンクリート造りのすばらしいコンテナ室が中庭にでき
ました。ちょうど５０周年に当たる年にきれいなコンテナ室を
造っていただき，記念すべき建物になりました。
これまでコンテナ

室と牛乳保冷庫が離
れていましたが，建
物の中に集約します
ので，管理がしやす
くなりました。
さっそく，3月11日

(月)から新しいコン
テナ室を使い始めま
した。子供たちは新
しい建物の中に入れ
る喜びで，目が輝い
ていました。
給食を運ぶために

子供たちが通る経路
を試行錯誤しながら
なんとかうまく運用
できているところで
す。
給食運搬車が入っ

てくる関係で，通用
門前の駐車スペース
を駐車禁止にしまし
た。９時から１４時３０分までは絶対に駐車しないようにお願
いします。それ以外の時間帯や休日は駐車しても大丈夫です。
旧コンテナ室は夏休みに解体予定です。それまでは何かとご

不便をおかけしますが，よろしくお願いします。

新しい給食コンテナ室が完成しました。

【４月の行事予定】

８日(月) 新任式，始業式，入学式

９日(火) 教科書配布，身体計測・視力検査・聴力検査開始

１年集団下校(～１２)

１１日(木) 学級ＰＴＡ(上学年)，ＮＲＴ学力検査(６年：２教科)

１２日(金) ＮＲＴ学力検査(２～６年：２教科)，

学級ＰＴＡ(下学年,ひまわり，あさがお，たんぽぽ，

こすもす，なのはな)，ＰＴＡ専門部会

１３日(土) 土曜授業

１５日(月) １年給食開始，図書貸出開始

１６日(火) 通学保護員さん紹介の式

１７日(水) 交通安全教室

１８日(木) 耳鼻科検診，全国学力・学習状況調査(６年)

２０日(金) 知能検査(２・４・６年)

２２日(月) 避難訓練(地震)

２３日(火) 歯科検診(上学年)

２４日(水) １年生を迎える会

２６日(金) 授業参観，ＰＴＡ総会

【５月の家庭訪問予定】
(詳細については，事前に案内文にてお知らせします。)

９日(木) 魚見町，小原町(主に西部)

１０日(金) 魚見町，小原町(主に学校周辺)

１４日(火) 魚見町，小原町(主に東部)

１５日(水) 東谷山１丁目

１６日(木) 東谷山６・７丁目，希望ヶ丘町

２１日(火) 東谷山６・７丁目，希望ヶ丘町

２３日(木) 東谷山２・４丁目，小松原１・２丁目，東開町，校区外

２４日(金) 東谷山２・４丁目，小松原１・２丁目，東開町，校区外

１月１６日(水)～１７日(木)に５年生を対象に実施された鹿
児島学習定着度調査について，本校の結果の概要をお知らせし
ます。

１ 本校の結果の概要
算数は県・市の平均を上回り，社会はほぼ同じ，国語，理

科は，県・市の平均をやや下回りました。各教科の概要は次
の通りです。
(国語)
○ 漢字の読み書きや敬語などの言語に関する基礎・基本的
な問題の通過率は高かった。

● 物語文から登場人物の心情を読み取る問題の通過率が低
かった。

(社会)
○「知識・理解」については通過率が高く，定着が図られて
いた。

● 文章や資料を読んでデータの値に注目し，傾向を求める
問題の通過率が低かった。

(算数）
○「知識・理解」については通過率が高く，基礎・基本の定
着が十分に図られていた。

● グラフの読み方や書き方，伴って変わる２つの数量関係
を読み取る問題に課題が見られた。

(理科）
○「物のとけ方」については，しっかり理解しており通過率
は高かった。

●「観察・実験の技能」の通過率が低かった。また，３，４
年生の内容については，忘れている問題が多かった。

２ 今後の対策について
① ドリル学習等を通して，誤答傾向が高かった問題は繰り
返し練習させ確実に身に付けさせる。特に社会や理科は，
前年度までの学習内容についても，復習の機会を設ける。

② 東谷山小「授業を創る７つの柱と１０の実践」をもと
に，教師がしゃべりすぎず，子供が考えたり，表現したり
する時間を十分確保した授業を心掛ける。

③ 学年部を中心に共通理解を図りながら，課題提出と見届
けの工夫・充実を図る。

鹿児島学習定着度調査結果について

今年は通学保護員さんへのお礼を，６年生の各クラスで会食
という形で行いました。３月１，４，５，７日に実施し，６年
生の手作りホットケーキを食べながら，グループでこれまでの
思い出話などして，楽しいひとときを過ごすことができました。

池田 大作さん (りすコース 希望ケ丘入口交差点)
鬼塚 カズエさん(くまコース 谷山病院前交差点)
鬼塚 啓作さん (りす・かめコース 桜坂階段前信号)
内山 正昭さん (かめコース 波之平刀匠前交差点)
松元 義弘さん (うさぎ・きりん・パンダコース 学校前

交差点)
音野 知子さん (９月まで通学保護員を務めてくださいま

した。)

各クラスでお礼
の言葉，手紙の贈
呈により感謝の気
持ちを表したり，
通学保護員さんか
ら子供たちへ温か
いメッセージをい
ただいたりしまし
た。これからも感
謝の気持ちを忘れ
ず，交通ルールを
必ず守り，交通事
故ゼロを目指し
て，安全な登下校
を心がけていきま
す。

通学保護員さんへのお礼の会食


