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令和３年度が始まりました！
校長 鶴 潔

初めまして，姶良市立柁城小学校から参り
ました鶴と申します。よろしくお願いいたし
ます。
よい天気が続く中，令和３年度が始まりま

した。
令和３年度は，16名の転入職員，14名の転

入児童，そして，136名の元気な新一年生を迎
え，職員数49名，全児童数785名でスタートし
ました。
本年度もキャッチフレーズは，昨年に続き

「笑顔があふれ，会話のはずむ，楽しい東谷
山小学校」です。このキャッチフレーズのと
おりに，６日朝の立哨指導では，子供たちの
元気で笑顔いっぱいのあいさつで迎えられ，
とても幸せな気持ちになりました。
また，５・６年生は，毎朝早く登校して，

あいさつ運動や校内外の落ち葉集めのボラン
ティア活動に取り組んでいます。低中学年の
子供たちも係活動をしたり，友達と元気に校
庭を駆け回ったりしてます。１年生もずいぶ
んと学校に慣れ楽しそうに登校してきます。

左の表は，今年度の本校教育のグランドデ
ザインです。
一人一人の子供たちが，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
うな教育をぜひ推進していきたいと思って
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，「GIGAスクール構想」の推進
○ 東谷山小授業のスタンダード

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！

＜一校一改革＞
○ たっぷり１００冊，じっくり５０冊

４ 健康で安全な生活の推進
○ ヒガタニサスケ ＜一校一運動＞
○ むし歯治療率８０％以上
○ 歩育５００ｍ
※ 新型コロナウイルス感染症への対応

コロナ禍で大変なときだからこそ，本年
度も，東谷山小職員ワンチームとなって，
子供たち一人一人に，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。

連休中も生活リズムの維持をお願いします。

創立５３周年 未来の子 豊かな子 英知の子

笑顔があふれ，会話のはずむ，楽しい東谷山小学校をめざします！



☆ ４月６日，令和３年度の学校生活がスタートしました。
始業式と入学式の挨拶がとても素敵でしたので，ご紹介

します。

《始業式》歓迎の言葉と６年生での目標
６年 松﨑 陽斗

東谷山小学校の校庭に，色とりどりの花が咲きほこる季節
となりました。１６名の先生方，ようこそ東谷山小学校へお
越しくださいました。先生方をお迎えすることができ，とて
も嬉しく思います。東谷山小学校へ来られて，どんな印象を
もたれましたか。これから先生方に，東谷山小学校の学校自
慢を二つ紹介します。
一つ目は，広い校庭から桜島を一望することができるとい

うことです。晴れた日の景色は最高なので，楽しみにしてい
てください。また，東谷山小学校は，「あいさつ・あつまり
・あるきかた・あそび・あとしまつ」の「五あ活動」を「五
あ自慢」にしようと，みんなで頑張っています。昨年度は，
全校で「先手あいさつ」に取り組みました。いつも学校には，
元気なあいさつの声が響いています。
ぼくたちは，これから先生方と一緒に学習を

したり，行事を体験したりするのが，とても楽
しみです。先生方，どうぞよろしくお願いしま
す。
さて，ぼくは，今日から６年生です。東谷山小学校を支え，

まとめ，引っ張っていくリーダーとなりました。そんな最上
級生として，ぼくが頑張りたいことは，三つあります。
一つ目は，下級生のお手本になるような行動をすることで

す。これまでの６年生が見せてくれたように，下級生には優
しく接し，上級生らしいお手本になるような態度で過ごした
いです。
二つ目は，難しい学習にも進んで挑戦することです。６年

生では，さらに漢字や計算が難しくなります。前の日より速
く，その次の日はもっと速くなるように，毎日勉強を頑張り
たいです。
三つ目は，友達と仲良くすることです。クラス替えがあっ

て，初めて同じクラスになった人もいます。誰とでも仲良く
過ごせるようにしたいです。
小学校生活最後の一年間を，精いっぱい努力し，みんなと

協力し合い，思いきり楽しんで，最高の思い出を作りたいと
思います。

《入学式》ご入学おめでとうございます
６年 吉永 凜音

新入生のみなさん，ご入学おめでとうございます。今日か
ら楽しい小学校生活が始まります。ドキドキ，ワクワクして
いることでしょう。みなさんは，小学校はどんなところか知
っていますか。これから，三つのことについてしょうかいし
ますね。
一つ目は，小学校では，勉強をします。勉強を

する時間のことを授業といいます。数を数えたり，
ひらがなを書いたり，歌を歌ったりしていろいろ
なことを学びます。その中で，自分が好きな勉強
が見つかるかもしれません。友達と一緒に勉強することはと
ても楽しいですよ。ぜひ，たくさん勉強してくださいね。
二つ目は，授業以外に運動会や持久走大会，なわとび大会,

遠足などのたくさんの学校行事があります。クラスの友達や
学校のみんなと一緒に活動する時間です。運動会は, 東谷山
小学校のみんなと力を合わせて行うので, とても盛り上がり
ます。
三つ目は, 小学校にはいろいろな場所があります。みなさ

んが過ごす教室。本を借りたり, 読んだりする図書館。図書
館には,第一図書館と第二図書館があり,たくさんの本が置い
てあります。たくさんの本を読んで,やさしい心を育ててくだ
さいね。また,いろいろな楽器のある音楽室。タブレットで絵
をかいたり,調べ物をしたりするパソコン室。今,みなさんの
いる広い体育館。暑い日に泳ぐととても気持ちのよいプール
があります。特に紹介したい場所が,学校の自まんである,校
庭です。東谷山小学校の校庭は,鹿児島市で一番広いといわれ
ています。おにごっこやドッジボールをしたり,ジャングルジ
ムやブランコなどの遊具で遊んだりして体をいっぱい動かし
て遊ぶことができます。ぜひ,友達と一緒に元気いっぱい遊ん
でくださいね。
最後に,この学校にはやさしいお兄さんお姉さんがたくさん

います。みなさんは,まだ知らないことがたくさんあると思い

児童代表のあいさつ

☆印は本年度の転入者
学年・組 担 任 等 学年・組 担 任 等
校 長 ☆鶴 潔 ひまわり1 坂木 義久

教 頭 ☆橋口 尚明 たんぽぽ1 上之園 順子
１ 今村 美紀子 たんぽぽ2 稲留 宗隆

１ ２ ☆小谷 智奈美 たんぽぽ3 花峯 信之
３ ☆有馬 聖子 たんぽぽ4 濱畑 明美

年 ４ 日置 咲 たんぽぽ5 帖佐 由紀子
５ ☆塩田 明博 たんぽぽ6 ☆永留 良隆
１ ☆山内 聖子 指導法(5年) 山本 泰

２ ２ ☆大石 ゆき 理科専科(3・4年） ☆馬庭 逸朗
３ 片平 修 理科専科(5・6年） 星野 勤

年 ４ ☆小磯 俊彦 音楽専科 ☆稻留 みどり
５ 沢村 優治 児童支援 竹下 祐太郎

３ １ 西 健二 養護教諭 茶圓 昌子
２ 田上 美穂子 専門員 瀬戸口真由美

年 ３ ☆宮内 有紀 事務職員 惣福 美雪
４ １ 西田 瞬 事務補助 中村 美穂

２ ☆鬼塚 めぐみ 司 書 牧野 弘江
年 ３ 馬場園 聡子 主査 河野 美咲
５ １ ☆井之元 菜瑚 特別支援教育支援員 ☆中川 恵子

２ 亀崎 智明 特別支援教育支援員 ☆尾﨑 智子
年 ３ 伊瀬知 史子 学校支援ボランティアコーディネーター 大薗 一法

４ 八木 裕太郎 初任校指導教員 玉泉 眞二
６ １ 米山 葉子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 大脇 三男

２ 江並 成就郎 ＡＥＡ(3・4年） ☆内木場 恭子
年 ３ ☆鎌田 千春 ＡＥＡ(5・6年） ☆大原 和歌子

４ 田村 慶 購買部 田中 幸子
購買部 満留 郁代

学級編成 ～職員を紹介します～

４月２４日朝，本市において自転車で転倒した男子高校生
が路線バスに接触して死亡するという痛ましい事故が発生し
ました。また，２７日朝には，児童通学保護員から下のとお
り別件の情報提供があったそうです。

登校指導中に目の前で，自転車に乗っていた高校生が転倒
し，車道に投げ出された。幸い，通行している後続の自動車
等がおらず，高校生はすぐに立ち上がり歩道に戻った。

令和２年度の本市の中・高校生の交通事故の主な原因は，
自転車乗用中の右折左折時の安全確認不足，自転車のハンド
ルやブレーキ操作の未熟さ等によるものです。

さて，本校では，２３日に交通安全教室を実施し，鹿児島
県警の方を講師にお迎えし, 自転車の安全な乗り方や点検の
仕方「ぶたはしゃべるか？」，自転車の技術向上に向けた練
習を行いました。自転車は，車と同じ責任があること，歩行
者を怪我させてしまったら賠償が発生することなどについて
もお話いただきました。
つきましては，大型連休を前に，自転車を運転するお子さ

んに，下記の事項を含めて具体的な交通安全指導の徹底をお
願いします。

記

○ 自転車の前かごに重い荷物を載せて運転するとバランス
を崩しやすい。

○ 雨天時は，カーブや溝蓋の上は滑りやすくなっている。
○ 急いでいたり，焦った状態で運転していると，注意が散
漫になり，事故を引き起こす危険性が高まる。

○ 中学生以下の児童生徒が自転車に乗る場合はヘルメット
の着用が義務化されている。

《お願い》
平成２９年１０月１日から施行されました「かごしま自転

車条例」により，中学校以下の幼児・児童・生徒には，自転
車乗車時のヘルメット着用と，自転車損害賠償保険等への加
入が義務化されております。本校では，昨年度末のヘルメッ
ト着用率が92.7％でした。今年度中に100％となりますようご
協力をよろしくお願いします。

交通安全教室～自転車運転に注意を～

ます。そんな時は,なんでもわたしたちに聞いてください。や
さしいお兄さんお姉さん方が教えてくれますよ。そして,ちが
う学年の人やちがうクラスの人たちと友達になってみてもよ
いですね。これからは，みなさんも東谷山小学校の仲間です。
毎日に学校に来れるようにしていきましょう。そして,みんな
で力を合わせて，仲の良い東谷山小学校にしていきましょう。




