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感染予防と教育活動の充実 ２学期のスタートです
校 長 鶴 潔

まん延防止等重点措置の中での２学期のスタートとなりました。始業式当日からの時
差登校となりましたが，子供たちは，その目的をよく理解し学校生活を送ってくれてい
ます。保護者の皆様の時差登校へのご理解・ご協力に感謝いたします。さらに，登下校
時の見守り活動等に参加していただいている地域の方々へも感謝申し上げます。引き続
き，新型コロナウイルス感染症，熱中症，台風対策等の安全対策に努めます。
以下は，１学期の学校評価の結果と2学期の重点指導内容を示したものです。顕著な

特徴としては，コロナ禍で活動に制限があった項目の評価が低い値を示していることで
す。感染予防のため活動に制限はありますが，子供たちの健やかな成長のために，誠心
誠意努力してまいりますので，学校教育に対する皆様方のご理解とご支援をよろしくお
願いいたします。

【１学期の学校評価から】※評定は４段階評価の平均値です。
《 確かな学力 》 《 安全・安心で健やかな体 》

＜教師による評価＞ 評 定 ＜教師による評価＞ 評 定
基本的な学習のしつけは徹底しているか。 △ 2.9 児童の健康状況を把握しているか。 ◎ 3.3
学習のめあてを黒板に明示しているか。 ○ 3.0 手洗い・うがい・歯磨き・う歯治療等， △ 2.9
基礎的・基本的な知識・技能の習得を図っ ○ 3.1 健康・生活習慣を徹底しているか。
ているか。 体力の実態把握に基づいた授業改善をし △ 2.7
知識・技能を活用し，じっくり考え，自分 △ 2.6 ているか。
の考えをまとめさせているか。 児童が自ら運動に取り組む指導法の改善 △ 2.6
全体で練り上げたり，表現したりする場を △ 2.5 をしているか。
設定しているか。 体育の授業は充実しているか。 ○ 3.1
学習を振り返る時間を確保しているか。 △ 2.8 一校一運動「ヒガタニサスケ」を実践し △ 2.7
ICT機器を使った授業を行っているか。 △ 2.9 ているか。
校内支援体制の整備が図られているか。 ○ 3.0 児童の危険予知能力の育成を図っているか。 △ 2.7
特別支援教育の啓発は推進されているか。 △ 2.8 安全点検，避難訓練等が充実し，校内・校外 ○ 3.2

＜児童による評価＞ 評 定 の安全対策を図っているか。

学校の勉強はよく分かる。 ◎ 3.3 ＜児童による評価＞ 評 定
自分の考えをはっきり発表できる。 △ 2.9 歯磨きや手洗い等ををきちんとしている。 ◎ 3.6
人の話を最後までしっかり聞く。 ◎ 3.5 廊下は右側を静かに歩いている。(５あ) ○ 3.1
学習用具を忘れず揃えている。 ◎ 3.3 授業や全校朝会など，時間内に集まり， ◎ 3.4

《 豊かな心 》 静かに待っている。 (５あ)
＜教師による評価＞ 評 定 交通ルールを守り，通学路を安全に登下 ◎ 3.8

道徳科において，「考え，議論する道徳」 △ 2.7 校している。
を意識した授業を実践しているか。
道徳的感性を育むことを大切にした学級経 ○ 3.0 【２学期の重点指導内容】
営をしているか。 １ 基礎学力の確かな定着
いじめや不登校，問題行動等の早期発見・ ○ 3.1 ☆ 基本的な学習のしつけの徹底を図る。
早期対応に努めているか。 ☆ 知識・技能を活用し，じっくり考えたり，考
一校一改革「５あ運動」を学年に応じて具 ○ 3.1 えをノートにまとめ，意見交換させたりする。
体的に取り組んでいるか。 ☆ 「考え，議論する道徳」を今できる範囲で実
人権尊重の視点を意識した学級経営をして ○ 3.1 践に努める。
いるか。 ☆ ＩＣＴ機器の活用を強力に推進する。
人権感覚を意図した言語環境や設営等，物 △ 2.9 ２ 落ち着いた生活態度の育成
的環境を整えているか。 ☆ 発達段階に応じた読書量を確保する。
人権教育に関わる家庭・地域への広報及び ○ 3.0 ◇ “たっぷり１００冊，じっくり５０冊”
連携はできているか。 ☆「５あ活動を５あ自慢に！」（一校一改革）
読書量を確保しているか。 ○ 3.0 を学年・学級に応じて確実に実践する。

＜児童による評価＞ ☆ 人権感覚の高揚「言葉遣いに注意する。」
先生やお客さん，地域の方々に進んで明る ◎ 3.5 ３ 健康で安全な生活の推進
いあいさつをしている。 (５あ) ☆ 運動の楽しさを味わわせる活動を展開する。
トイレのスリッパを，次の人が使いやすい ◎ 3.4 ☆ 危険予知能力の育成を図る。
ようにきちんと並べている。 (５あ) ☆ 歩育５００ｍ「歩いて登校！」
進んで図書室などの本を読んでいる。 ◎ 3.3 ☆ ヘルメットの着用率 ⇒100％



１学期にがんばったこと
４年２組 坂口優彩

わたしが１学期学習でがんばったことは二つあります。
一つ目はノートをきれいに書くことです。きれいに書いて

おくと後から見直した時に読みやすくて，発表する時にノー
トを見て自分の意見がまとめやすいと思ったからです。
もう一つは，テストで良い点数がとれるようにがんばった

ことです。３年生の時は，あまり１００点を取れなかったの
で，テスト前には，教科書やプリントを見てふく習をしまし
た。３年生の時より１００点が取れてうれしかったです。
生活面でがんばったことは，給食をのこさず食べることで

す。テレビのニュースやコマーシャルで，ごはんの食べのこ
しがたくさんすてられていることを知って，とてももったい
ないし，ざんねんなことだと思ったので，
きらいな物でものこさず食べようと思い
ました。１学期は，一度ものこさず食べ
られたので，２学期もがんばりたいです。
夏休みは，早ね早起きを目ひょうにして，

きそく正しい生活ができるようにがんばり
たいです。そして，楽しい夏休みにしたいです。

今回は“Microsoft Teams”を使い，
リモートで始業式を行いました。動画は
時々フリーズする場面がありましたが，
音声は鮮明で聞き取りやすく，どの教室
の子供たちも真剣に画面を見つめていま
した。次回は，１５日の防犯教室をリモ
ートで実践する予定です。

２がっきにがんばること
２年５組 泉 樹李

わたしは，１学きは，コロナのかんせ
んよぼうのために，毎日マスクをつけて，
元気に休むことなくとう校することができました。
べんきょうでは，字をていねいに書くことを心がけました。

でも，算数のとけいがにがてでした。そこで，校長先生が話
していたように，わたしは，夏休みにとけいのべんきょうを
がんばりました。
２学きは，とけいをみて，じぶんからこうど

うできるようにしていきたいと思います。また，
２学期からは，算数でかけ算もあります。早く，
九九をおぼえて，かけ算がとくいになれるよう
にがんばりたいと思います。

夏休みの思い出と２学期の目標
５年３組 中野沙紀

夏休みが終わり，今日から新学期です。今年は，新型コロ
ナウイルスのまん延防止等重点措置がとられる中，時差登校
という２学期のスタートとなりました。みなさんはどのよう
な夏休みを過ごしましたか。
私が夏休みにがんばったことは，ソフトボールの練習です。

暑い中，守備やバッティングの練習をがんばりました。私は
３年生の４月からソフトボールを始めました。最初は，キャ
ッチボールをすることも難しかったですが，少年団のチーム
メイトと練習を重ねることで，少しずつできることが増えて
きました。５年生になり，試合に出るチャンスもありました。
ヒットを打つことができたときは，とてもうれしかったです。
さて，２学期が始まるにあたって，私は二つの目標を立て

ました。
一つ目は，ソフトボールの練習をさらに

がんばることです。守備やバッティングは
もちろん，スライディングがうまくできる
ように，繰り返し練習したいです。そして，
次の試合では，みんなと協力して勝つこと
ができるようにがんばります。
二つ目は，面倒なことを後回しにしない

ことです。わたしは，面倒だと感じるとす
ぐに後回しにしてしまうからです。しっか
りと計画を立てて，やるべきことを早く終わらせることがで
きるようにしたいです。
２学期は，運動会や持久走大会など，たくさんの行事が予

定されています。新型コロナウイルスの影響で，いつもと同
じようにはできない行事もあるかもしれません。そんな時だ
からこそ，いつも以上に高学年としての自覚をもち，みんな
と協力して，他の学年のお手本になるような行動をとりたい
です。感染予防に努めながら，自分にできることを精一杯が
んばり，楽しい学校生活を送れるようにしたいと思います。

１学期終業式 児童代表あいさつ

２学期始業式 児童代表あいさつ

【９月の行事予定】
１日(水) 始業式

３日(金) いじめについて考える日

１１日(土) 土曜授業中止

１５日(水) 防犯教室（オンライン）

２４日(金) ヒガタニキッズデー ※２８日（火）予備日
【１０月の行事予定】

１日（金）いじめについて考える日，５時間授業

視力検査（５年），身体計測（６年）

４日（月）視力検査（６年），身体計測（５年）

５日（火）運動会練習開始

視力検査（３年），身体計測（４年）

６日（水）視力検査（４年），身体計測（３年）

７日（木）視力検査（１年），身体計測（２年）

８日（金）視力検査（２年），身体計測（１年）

９日（土）土曜授業

１９日（火）運動会予行練習

２４日（日）大運動会 ※雨天順延

２５日（月）振替休日

２７日（水）市陸上記録会（５・６年）

２９日（金）芸術鑑賞会（６年のみ）

☆ 感染状況により，行事が中止，期日・開催方法が変更にな

る場合があることをご承知おきください。

「１学期の楽しい思い出の一つにしてほし
い。そして，夏休みも楽しく元気に過ごし
てね。」という思いを込めて，地域の方々

が七夕飾りを準備してくださいました。
終業式の前日に飾られた約１０メートルの

大きな七夕飾りを見て，子供たちは，
「わあ。大きい。」「私の短冊はどこか
な。」などと言いながら，見上げていまし

た。
子供たちの笑顔を増やす取り組みをしてい

ただき，短冊集めや飾り付けなどに協力して
くださった全ての方々に感謝申し上げます。

思いあふれる七夕飾り

かがやく，東谷山の子供たち！！

♪令和３年度「市民あいさつ運動」推進標語審査
〈入選〉
「あいさつでくもりのこころにはれマーク」１年３組 岩井 琳
「目を合わせ心をかわしてあいさつを」 ６年２組 黒葛原英二

♪第６６回鹿児島県吹奏楽コンクール（７月２４日開催）
〈金賞〉 東谷山小吹奏楽部
♪第６６回九州吹奏楽コンクール（８月２０日開催）は福岡会場だ
ったため，会場での参加は辞退し，県大会の音源での参加となりま
した。見事，銀賞を受賞されました。

♪鹿児島市水泳記録会
５年２５ｍ自由形女子 ６位 水流さくら
５年５０ｍ平泳ぎ女子 ８位 齋藤優愛
５年５０ｍ自由形女子 ９位 齋藤優愛
５年１００ｍリレー女子 ７位 齋藤優愛，竹之内紫帆

水流さくら，能勢泰穂
６年５０ｍ平泳ぎ男子 ５位 田中煌峨

入賞おめでとう

７月２７日に校内理科標本作製会を開き，
事前に申し込まれた方々が親子で参加され
ました。企画・運営・講師は，本校の理科
専科，理科部員等が務めました。貝殻採集，
昆虫採集，植物採集，岩石採集の仕方や留
意点などを体育館で学んだ後，各々分かれ
て，実際の標本を見たり，体験をしたりして，
興味・関心がさらに高まった様子でした。

校内理科標本作製会


