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新年度のスタートに当たって

校長 木原田 雅彦

平成最後となった今年の春は、例年にな
く桜の花が美しく、そして長く楽しめまし
た。そのような中、学校では、ぴっかぴか
の新一年生１１７人と１８人の転入生を迎
え、さらには１０人の先生方が転入し、全
校児童７０１人、教職員４８人で今年度が
スタートしました。
「人の世は、すべて出会いから始める」

との先人の言葉があります。人との出会い
から何かが始まり、様々な影響を受け新た
な自分発見や自己成長あります。ですから、
出会いを大切にし、それをよりよい出会い
としたいと願っています。
また、今年の５月１日から「令和」とい

う新時代が幕を開けます。始業式の話の中
で、このような歴史的な瞬間・機会をチャ
ンスととらえて、いろいろなことにチャレ
ンジし、苦手なことを克服したり、得意な
ことを増やしたりするなど、自分自身を前
向きにチェンジさせてほしいと子供たちに
エールを送りました。
この後、子供一人一人が、そして学級や

学校がどのように成長していくかとても楽
しみです。
今年度も御家族・地域と学校とが同じベ

クトルで協力・連携し、子供たちの教育に
携わっていきたいと考えていますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

楽しい10連休ですが･･･
もうすぐ元号が平成から令和へと変わり

ます。そして，子供たちが楽しみにしてい

る 10 連休に入ります。楽しい 10 連休にす
るために，以下のことについてご家庭でも

よく話し合ってください。

１ 交通規則を守ること（飛び出しはしません）

２ 危険な遊びをしないこと（水遊び注意）

３ 不審者に気を付けること（１人で遊ばない）

４ 生活リズムを整えること（５月病を予防します）

１日（水）：即位の日

２日（木）：国民の祝日

３日（金）：憲法記念日

４日（土）：みどりの日

５日（日）：こどもの日

６日（月）：振替休日

７日（火）：Cタイム，家庭訪問予備日
８日（水）：Ｃタイム，体力・運動能力テストⅠ（３・４年）

ＰＴＡ総会・学年ＰＴＡ

９日（木）：尿検査２次（１日目），歯科検診Ⅰ（２・４・６年，あおぞら）

体力・運動能力テストⅡ（１・６年）

１０日（金）：体力・運動能力テストⅢ（２・５年）

プール掃除（６年），春の地域交通安全集会（金管バンド出演）

１１日(土)：土曜授業，１年生を迎える会

１３日（月）：口腔衛生指導，にじいろ教室はじまりの式

１４日（火）： 内科検診・結核検診Ⅰ（１・３・５年・ひまわり）

避難訓練（地震），尿検査２次（２日目）

１５日（水）：眼科検診Ⅰ（１・３・５年，ひまわり）

１６日（木）：ＰＴＡ理事会

１７日（金）：春の１日遠足（１～４・６年）

バイキング給食（５年）

１９日（日）：厚生連病院ふれあい祭り（金管バンド出演）

２０日（月）：Ｂタイム，放課後子ども教室開級式

２１日（火）：集団下校訓練（全学年６校時）

２２日（水）：眼科検診Ⅱ（２・４・６年，あおぞら）

２３日（木）：こども読書の日

歯科検診Ⅱ（１・３・５年，ひまわり）

２４日（金）：Ｂタイム，不審者対策訓練

２８日（火）： 内科検診・結核検診Ⅱ（２・４・６年，あおぞら）

３１日（金）：Ｂタイム，プール開き

代表・児童保健委員会

※ 第Ⅰ回保護者対象教育相談期間

（５／３１～６／７まで）

※ あくまでも予定です。変更される場合

もありますので，各学年から配付される

週報等で再度ご確認ください。

４月１７日（水）に，MBC 放送の「てげ
てげ」という番組で，「下荒田」が特集され
ました。ご覧になった方も多かったのでは
ないでしょうか。八幡小学校も取り上げら
れ，校区内には楽しいスポットがたくさん
あることが分かりました。１０連休で，親
子で散策してみるのも楽しそうですね。

八幡小学校区を楽しみましょう！！



４月８日（月）に平成３１年度がスター

トしました。あらためて，今年度の本校職

員を紹介させていただきます。

職 名 等 氏 名 （本校勤務年数）

校 長 木原田 雅彦 (0.1)
教 頭 浦村 正幸 (0.4)
指導法改善(算数) 東 和美 (4.1)
指導法改善（理科） 益満 俊朗 (6.1)
理科専科 盛 正一 (3.1)
音楽専科 寺園 由香 (0.1)

にじいろ教室（通級指導教室） 宇都 惠利 (0.1)
養護教諭 遠矢 友紀 (0.1)
栄養教諭 福一 カスミ (6.1)
事務主幹 川畑 則幸 (3.1)
初任校研指導教員 神田 之弘 (0.1)
主 査 大野 一郎 (3.1)
調理技師（専門員） 福田 つるみ (0.1)
調理技師（主査） 江田 真理子 (1.1)
調理技師（主任） 松山 賜真美 (3.1)
調理技師（主任） 中島 加奈子 (0.1)
特別支援教育支援員 栫山 千鶴 (1.1)
学校図書館司書 竹之下 京子 (1.1)
事務補 福島 優里 (5.11)
ＡＥＡ イブラヒムダリア (0.1)
学校支援ボランティアコーディネーター 塩屋 純隆 (0.1)
病気休職 寺田 桃花 (6.1)
学年 組 担 任 名 （本校勤務年数）

１ 西 櫻子 (2.1)
１ ２ 中崎 裕樹 (3.1)
年 ３ 川野 真子 (4.4)
４ 有水 美由紀 (1.1)
１ 祝 良治 (4.1)

２ ２ 井手 昭博 (0.1)
年 ３ 前之園 きぬ江 (4.1)

４ 山﨑 明美 (2.1)
３ １ 上田 美紀 (3.1)
年 ２ 上野 朝香 (0.1)
３ 加藤 龍也 (1.1)

平成３１年度八幡小学校職員・児童数紹介！

１月に行われた鹿児島定着度調査（現 6
年生が実施）の結果について報告します。

国語 社会 算数 理解

基礎・基本 68.3 84.8 83.0 58.3
本 思考・表現 54.8 61.3 66.2 47.1
校 全 体 64.6 77.3 77.4 53.5

基礎・基本 65.3 80.4 77.6 59.6
市 思考・表現 49.6 57.7 62.5 49.0

全 体 61.1 73.2 72.6 55.0
基礎・基本 64.8 79.8 78.0 59.7

県 思考・表現 47.5 58.1 62.3 47.8
全 体 60.1 72.9 72.8 54.6

国語・算数・社会においては，本校の
平均通過率が県や市を４～７ポイント上
回っており「基礎・基本」的な内容及び
「思考・表現」的な内容についてもよく理
解できていると言えます。
理科においては，平均通過率が県や市

を１～２ポイント下回る結果となりまし
た。基礎的・基本的な内容を繰り返し指
導するとともに，理科の学習の楽しさを
味わわせるために，結果を予想させたり，
実験結果についてグループで対話させた
りするような授業を展開するなど対策を
講じているところです。

鹿児島定着度調査の結果について！！

学年 組 担 任 名 （本校勤務年数）

４ １ 竹中 由香理 (4.1)
年 ２ 小西 賢知 (0.1)
３ 本田 華織 (5.1)

５ １ 宇都 克博 (2.1)
年 ２ 佐藤 利圭 (1.1)
３ 牧山 淳 (4.1)
１ 横道 由美 (0.1)

６ ２ 田代 大輔 (3.1)
年 ３ 兒玉 拓世 (6.1)
４ 川口 聡子 (4.6)

ひまわり１ 今村 裕美 (1.1)
ひまわり２ 中里 学 (5.1)
あおぞら１ 榎田 隆 (0.1)
あおぞら２ 松元 佳代 (2.1)
あおぞら３ 中島 千鶴 (6.1)




