
子供たちが存分に自分を表現し，喝采を浴び，自信を
平成３１年度 学校だより ４月号 もって次のステージに進めるよう，創意ある教育を実現

してまいります。保護者・地域の皆様の御理解と御協
力を賜りますよう，よろしくお願いいたします。

校 長 小磯 誠 ６年１組 木山 裕華
教 頭 山田 吉夫 ６年２組 満重 健一
教 頭 下村 悦蔵 ６年３組 椎畑 咲美
１年１組 切通 茂代 ６年４組 脇門 啓祐
１年２組 永川 仁 ひ ま わ り 1 組 橋口 真美
１年３組 古江 修子 ひまわり２組 永田 章子
１年４組 柿本 亜希子 ひまわり３組 後田 知子
１年５組 白畑 陽子 ひまわり４組 湯ノ口 真由美☆
１年６組 家村 摩衣 ひまわり５組 吉永 美香☆
２年１組 永福 力弥 ひまわり６組 柴山 千聖

２年２組 德森 健一 ひまわり７組 郡山 久美
２年３組 山下 瑞恵 ひまわり８組 梶尾 義治

２年４組 前園 友絵 ひ ま わ り 9 組 木佐貫 伸一
２年５組 山田 信代 理科専科 杉浦 孝志☆

３年１組 古賀 さおり 理科専科 鮎川 浩英☆
３年２組 丸田 和子 音楽専科 福山 純子
３年３組 東 生馬☆ 指導方法改善 田浦 充
３年４組 宮之元 ちどり 指導方法改善 久米 道良☆

４年１組 德永 幸代 指導方法改善 山口 祥平☆
４年２組 柚木 咲乃☆ 養護教諭 三宅 智美子
４年３組 西 美智代 養護教諭 馬場 晴子☆
４年４組 米沢 聖美 専 門 員 千葉 都
５年１組 堀園 聖喜 事務主査 撰 智一☆
５年２組 安田 真悟 事務補助 淵上 友佳
５年３組 栗田 真由美☆ 学校図書館司書 柳田 春子
５年４組 脇 典子 学校用務嘱託員 今村 昌治
育児休暇中 山元 真恵 学校用務嘱託員 大脇 圭一
育児休暇中 宮坂 梨奈 特別支援教育支援員 宮下 富美
病休中 坂元 涼子 特別支援教育支援員 野元 綠☆
ソウル日本人学校 荒木 保徳 地域コーディネーター 下野 修
拠点校指導教員 岩切 崇☆ スクールカウンセラー 下平 譲
購買部 木ノ下 さおり ＡＥＡ 辻 和子☆
購買部 吉村 順子

緊急メールへ御登録ください！！
西紫原小学校では，学校，学級，ＰＴＡ専門部からの

連絡等については，メールにて行っています。行事や下
校時刻の急な変更，また，不審者情報等を発信しますの
で，まず御登録ください。

西紫原小さわやか情報
３１年度 職 員 紹 介鹿児島市立西紫原小学校

<主な行事予定>

７日（火） 家庭訪問 ８日（水）集合写真撮影

９日（木） 眼科検診（１・４・５年）

航空写真撮影

１０日（金） 家庭訪問

１１日（土） 土曜授業，全校朝会，ＰＴＡ歓迎会

１３日（月） ＰＴＡ一人一役決め

１４日（火） 不審者対応訓練

１５日（水） 体力・運動能力調査（６年）内科検診（２年）

１６日（木） 体力・運動能力調査(５年）耳鼻科検診（１・３年）

１７日（金） 尿二次検査（脱漏），内科検診（６年），

１８日（土） 特別地区補導

１９日（日） 愛でいっぱいのまちづくり西紫原協議会総会

２０日（月） ＰＴＡ下校指導（５の１）

２１日（火） 人権の花運動開会式

２２日（水） 眼科検診(２，３，５年)

２３日（木） プール掃除（６年），耳鼻科検診（２・５年）

２４日（金） 内科検診５年

２６日（日） 日曜参観，５０周年記念ＰＴＡ教育講演会

２７日（月） 振替休日

２８日（火） プール開き（６年）

３１日（金） 心臓検診（１年）

※ 上記はあくまでも予定です。週報等で事前に御確認ください。

“平成３１年度の出発”に当たって
記念すべき『学校創立５０周年』

校長 小 磯 誠

暖かな春の日差しから初夏の気配も感じるこの頃，日中は少

し汗ばむほどの季節となりました。

平成３１年度，西紫原小学校は，希望に胸をふくらませた１

７７名の新１年生を迎え，全校児童９１５名，教職員５６名で

出発しました。教職員一同，子供たちの思いや願いを大切にし，

一人一人に寄り添いながら，また，保護者の皆様の期待にお応

えできるよう，全職員の総力を結集して「子供たちの変容を促

す営み」に取り組んでまいります。

さて，新年度をスタートするに当たり，「入学式」及び「始

業式」で，次のような話を子供たちにしました。

本年度も，子供たちが『今日，学校へ来てよかった』と思え

る学校，『こんなことが分かった・できた，友達と楽しいこと

があった』と毎日一つずつでも“おみやげ”をもって帰ること

ができる学校，『自分が成長していることを実感』できる学校，

こんな学校を目指してまいります。

凛として５０年，西紫原小学校は，この地に教育の根を張っ

てまいりました。新しい「令和」の時代もそうであります。

＜ 始業式から ＞

２～６年生に『努力の種を蒔

いて欲しい』と伝えました。「早

寝・早起き」の種，「時間を守る」

種など，年間を通じて，自分で蒔

いた「努力の種」がどのように成

長していくかを，問いかけていき

ます。 ⇓

※ 各家庭でも，おりにふれて

話題にしてください。

＜ 入学式から ＞

１年生に『自分のことは自分で

しましょう』と伝えました。「自分

一人で起きる」，「自分一人で洋服を

着る」など，一人一人の１年生が何

を意識してどのように頑張ってくれ

るかとても楽しみです。

⇓

※ このキーワードを基に，コミュ

ニケーションをとってください。

みんなで事故を防ごう！！
明日から１０連休です。学校でも安全指導を徹底しますが，ご

家庭でも御指導をしていただき，子供たちの意識を高めたいです
ね。また，休日に地域で過ごす子供たちへの声かけもしていただ

けるとありがたいです。事故０を目指しましょう。
１ 交通事故の防止

・ 交通ルールを守る。

・ 自転車乗車時のヘルメット着用。

２ 水難事故防止

・ 子供だけで川や海に行かない。

３ 声掛け事案等に対する予防

・ 一人で遊ばせない。

◎ 家族で過ごし方を話し合っておきましょう。

☆印が付いている職員は 今年度の転入職員です。

よろしくお願いいたします。


