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チェストいけ！
校長 下南 達朗

暖かい日が続き，初夏を思わせる今日この
頃となりました。はじめまして！この度の教
職員定期人事異動によりまして，曽於市立財
部小学校から転入して参りました校長の下南
達朗(しもみなみ たつろう)でございます。
創立５１周年という歴史と伝統を誇る東谷山
小学校に赴任できましたことを大変嬉しく思
っております。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
さて，平成３１年度は，１４名の転入職員，
２０名の転入児童，そして，１１８名の新一
年生を迎え，職員数４６名，児童数７６１名
でスタートしました。
本校のキャッチフレーズは，「あかるく，
たのしく，げんきに，キラリかがやく東谷山
小」です。そのキャッチフレーズの通りに，
朝，立哨指導をしていると，多くの子どもた
ちが，元気よく笑顔いっぱいであいさつをし
てくれます。また，６年生は，毎朝早く登校
して，それぞれの校門の前に立ち，あいさつ
運動をしてくれたり，校内や校外の落ち葉集
めのボランティア活動に取り組んでくれたり
しています。そのような様子を見ていると，
本当にありがたいと思うし，頼もしさも感じ
ます。そして，「よし，この子どもたちのた
めに，精一杯きばっど。」という気持ちと，
「東谷山の子どもたちよ，チェストいけ。」
という気持ちが同時に込み上げてきます。
自分のもっている力を十分に発揮し，そ

の「よさ」や頑張りをお互いに認め合い，
高め合う，そのような子どもたちをぜひ育
てていきたいと考えています。
具体的には，

１ 基礎学力の確かな定着と，「主体的，
対話的で深い学び」の実現に向けた授業
改善
○ 授業を創る７つの柱と１０の実践

２ いじめのない，楽しい学校づくり
○ いじめについて考える日
○ お互いの「よさ」を認め合う取組
３ 落ち着いた生活態度の育成
○ ５あ活動を５あ自慢に！
○ あいこめたあいさつ

４ 健康で安全な生活の推進
○ ヒガタニサスケ
○ むし歯治療率５０％以上
○ ヘルメット着用率１００％
○ 歩育５００ｍ
このように，本年度も，東谷山小職員一

丸となって，子どもたち一人一人に，知・
徳・体のバランスの取れた教育を推進し，
「生きる力」が身に付くように鋭意努力し
て参りますので，保護者や地域の皆様方の
ご理解・ご協力を何卒よろしくお願いいた
します。

創立5１周年 ＡＴＧＫヒガタニ
Ａ（明るく） Ｔ（楽しく） Ｇ（元気に） Ｋ（キラリ輝く） 東谷山小学校を目指します！



３年生になって
上坪 蒼宙

ぼくが２年生でがんばったことは，なわとびです。
１番くろうしたのは，うしろとびです。うしろに回し
たなわとびが見えなくて，はじめは何回とんでもうま
くとべませんでした。あきらめずに１ヶ月ぐらいがん
ばってれんしゅうしていたら，とつぜんとべるように
なって，うれしくて何回もとんでみました。友だちの
たつきくんに見せたら，
「おお，すごい。」と言ってくれました。たつきくん
は，こうさとびを２０回ぐらいとんでいたので，まけ
ないでがんばろうと思って練習したら，ぼくもさいこ
う１３回できるようになりました。
なわとび大会の前に，後ろとびが６１回できたのも

うれしかったです。
３年生では後ろあやとびと後ろこうさとびができる

ようになりたいです。
３年生でがんばりたいことは，本を８０冊読むこと

です。ぼくは，ぼうけんの本がすきで，２年生では，
『ほねほねザウルス』のシリーズをぜんぶ読みました。
３年生では，町にせめてくるてきとたたかうようなド
ラマチックなお話をよみたいです。たくさんの本を読
んで，６年間毎年しょうじょうをもらいたいです。
新しいクラスでいっぱい友だちを作って，楽しくド

ッジボールをやりたいです。
３年生って，ドキドキしてとっても楽しみです。１

年間がんばります。

６年生の抱負
齋藤 凛

わたしが６年生でがんばりたいことは三つあります。
一つ目は６年生で初めて習う歴史です。昔の人たち

の生活や昔活やくしていた人を学ぶのがとても楽しみ
です。わたしは社会が苦手なので５年生までのことを
しっかり復習して，６年生でスラスラ歴史が分かるよ
うになりたいです。
二つ目は最高学年としての自覚を持つことです。運

動会，ボランティア，委員会など６年生が引っぱって
いくことはたくさんあります。運動会では競技，運営
どちらとも全力で取り組みたいです。ボランティアで
は，クラスのみんなと協力して学校をきれいにしてみ
んなが気持ちよく過ごせるようにしたいです。委員会
では，去年６年生にたよってしまうことがあり，自分
たちから発言することがあまりできませんでした。な
ので，６年生では新しい委員会で自分から発言するよ
うにして５年生にたよられるようにしたいです。
三つ目は，下学年のお世話です。わたしが１年生だ

ったとき，６年生がとてもやさしく接してくれてうれ
しかったことを思い出します。今までの６年生みたい
に，わたしも１年生にそうじの仕方，給食の準備，後
片付けの仕方をやさしく分かりやすく教えられるよう
にがんばりたいです。これから，小学校生活最後の６
年生として新しい元号，令和最初の６年生として，一
日一日を大切に過ごしたいです。

目標をもってがんばろう

５月の行事予定

7日(火)～17日（金）スケッチ大会旬間

8日(水) PTAリーダー研修会 21日(火) 体力テスト(5年)

9日(木)～24日 (金) 家庭訪問 22日(水) 体力テスト(4年)

9日(木) 歯科検診(下学年) 23日(木) 体力テスト(3年）

尿検査（二次） 24日(金) 内科検診（1・3・5年）

11日(土) 土曜授業，プール掃除 27日(月) 心臓検診(1年)

15日(水) 歯と口の衛生週間指導 27日(月) 地域PTA

16日(木) 尿検査（二次） スクールゾーン委員会

17日(金) 春の一日遠足 29日(水) 内科検診（4年，6年1・2組）

20日(月) 体力テスト(6年) 30日(木) 眼科検診（全学年）

☆印は本年度の転入者
学年・組 担 任 等 学年・組 担 任 等
校 長 ☆下南 達朗 ひまわり ☆畑 まみ
教 頭 ☆瀬田 和幸 あさがお ☆帖佐 由紀子

１ 山本 泰 なのはな 上之園 順子
１ ２ 松木 佳奈 こすもす 田村 慶
年 ３ 星野 敬子 なでしこ 児玉 裕紀

４ 善福 真子 指導法(5年) ☆元野 巌
１ 德田 恵理子 理科専科 田平 俊彦

２ ２ ☆立岡 岬 理科専科 刈川 陽介
年 ３ 片平 修 音楽専科 川路 美智子

４ 亀崎 智明 児童支援 沢村 優治
１ 鮫島 郁美 養護教諭 ☆茶圓 昌子

３ ２ ☆竹下 祐太郎 専門員 島崎 浩一
年 ３ 八木 裕太郎 事務職員 ☆惣福 美雪

４ 上村 真珠 事務補 ☆中村 美穂
１ 里 千夏 司 書 牧野 弘江

４ ２ ☆江並 成就郎 学校主事 ☆福永 哲二
年 ３ 川上 さなえ 特別支援教育支援員 大久津 敬子

４ 嶋田 雅子 特別支援教育支援 ☆松田 える美
１ 西田 瞬 学支ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 上妻 厚男

５ ２ 米山 葉子 初任校指導教員 ☆岩切 崇
年 ３ ☆馬場園 聡子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 大脇 三男

１ 濵島 利行 ＡＥＡ(3・4年） ☆トレマーコ知子
６ ２ 東 美里 ＡＥＡ(5・6年） ☆谷口 充佐
年 ３ 菊永 佳祐 購買部 田中 幸子

４ 黒瀨 友里奈 購買部 満留 郁代

学級編成 ～職員を紹介します～

長年通学保護員を務めてくださっている鬼塚カズエ
さんの書かれた文章が４月２３日の南日本新聞に掲
載されましたので，ご紹介します。

朝の通学路，ありがとう
通学保護員 鬼塚カズエ

新年度がスタートして半月が過ぎました。通学路
の旗振りおばさんも１８年目を迎え，老体に新たな
気持ちを打ち込みました。今朝の子どもたちの姿は，
いつにも増してうれしい気持ちにさせてくれました。
「おにつかかずえさん，おはようございます。」
「きのう，がっこうであったよね。」顔の数だけの
言葉を掛けてくれました。この上ない幸福感を味わ
えました。
小学校で通学保護員の紹介の式がありました。人

の話を聞く子どもたちの姿勢を目の当たりにして，
胸がじーんとなりました。しっかりと私たちの言葉
を受け止めていました。
相手の姿に気付いたら自分から大きな声で笑顔で

あいさつすると，その日がとても気持ち良く過ごせ
る，と私は話しました。すぐに素直に実行できるな
んて。うれしくありがたい朝でした。
タッチの数も増えました。
そのあくる日，立ち止まり，丁寧にかわいい手を

ひざ前に置き，「おはようございます。」と私を恐
縮させる児童が５，６人いました。年を重ねる素晴
らしさを実感しました。

【通学保護員】
・池田大作さん
〔りすコース(希望ヶ丘入口交差点)〕

・鬼塚啓作さん
〔りす・かめコース(時計台階段前信号)〕

・内山正昭さん
〔かめコース(波之平刀匠前交差点)〕

・鬼塚カズエさん
〔くまコース(谷山病院前交差点)〕

・松元義弘さん
〔うさぎ・きりん・パンダコース(学校前交差点)〕

通学保護員の皆さんよろしくお願いします！




