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7 月に学校評価を実施しました。児童の自己評価
と共通実践事項についての保護者・職員の自己評価
を基に 1 学期を振り返り，2 学期の重点項目を話し
合いました。
（4:よくできた 1:あまりできなかった）
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スマイルを忘れずに！

童

校長 吉見 一弥
夏季休業に入り３０日余り
が過ぎ，２回目の出校日を迎
えました。この間も，子供た
ちの事故や事件等がなかった
ことをとてもうれしく思って
います。保護者の皆様，地域
の皆様の声かけとご指導のおかげです。心より感
謝申し上げます。
さて，８月に入ってすぐに，日本中を沸かせる
ビッグニュースが飛び込んできました。２０歳の
プロゴルファー，渋野日向子選手が，世界で最も
大きなゴルフトーナメントの一つ「全英オープン」
で，優勝という快挙を成し遂げたのです。
渋野選手のテクニックや強気のプレーもすば
らしかったのですが、優勝争いの緊迫した場面の
中で、常に笑顔を絶やさずプレーしていた姿がと
ても印象的でした。現地のメディアに名付けられ
た「スマイルシンデレラ」というニックネームは、
あっという間に世界中に広がりました。
渋野選手は，帰国後の記者会見で，次のように
話していました。
「笑顔は世界共通だと分かった。笑顔で努力する
と結果に出るんだな。言葉ができなくてもコミ
ュニケーションはとれるんだな。
」
渋野選手のこの言葉は，常に笑顔でいることの
大切さやすばらしさを改めて私たちに気付かせ
てくれたように思います。
さあ、渋野選手のように，いつも「スマイルシ
ンデレラ」
，
「スマイルプリンス」であることを心
がけていれば，きっとハッピーなことが待
っているはずですよ。
２学期の始業式に，子供たちみんなと元気な
「スマイル」で会えることを楽しみにしています。
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学習用具を忘れずに，準備することができましたか。

3.0

3

自分の考えを大きな声で発表できましたか。

3.1

16

水かけなど花の世話を進んですることができましたか。
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家庭学習の習慣化を図る。
（音読を聞き，家庭学習を見届ける。）
子供と話をする。(授業で習ったことや学校での出来事を肯
定的に聞く。また，明日の準備ができたかを聞く。)
毎日のテレビやゲームの時間を決める。
（「守ります！9 時オフ」ノーメディアへの取組）
通山「基本的な学習のしつけ」の徹底
（特に「発表の仕方」
「しっかり聞く」
）
助け合いながら掃除や係活動に精一杯取り
組ませる。
（活動の意義を伝え，ボランテァの心を育む）
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今年も通山海岸でアカウミガメの産卵がありまし
た。6 月 13 日からほぼ 16 日毎に上陸し，産卵し
ています。今年は，昼休みに１～３年生が学校の孵
化場への移設を体験することができました。一人一
人が卵を手に取り，穴の中にゆっくりと置いていき
ます。
「命の大切さ」を実感できた瞬間でした。
校区の方々との海岸清掃から始まり，産卵・孵化・
放流と通山小学校の先輩方から受け継がれてきた大
切な活動です。３年生は総合的な学習の時間にアカ
ウミガメについて学習しました。
8 月 16 日には，1 回目の卵
が孵化して放流しました。大雨
や台風の影響からか，28 匹し
か脱出できず，自然環境の厳し
さを改めて学びました。

９月２２日(日)，大運動会が開催されます。今年
度のスローガンは「」に決まり，3 日から本格的な
練習が始まります。ぜひご来場ください。
１ 日時 令和元年 9 月 22 日（日）
８：３０～１５：３０
２ 場所 通山小学校運動場

夏休みの生活リズムは乱れていませんか？ 夏休
みの生活のしおりをよく読んで，残り少ない日々を
無事に過ごしましょう。
し っかり守ろう 交通ルール
○
ろ く(6)時までには 帰ろう
○
く (9)時オフ 守ろう
○
ま んびき(万引き) だめ，だめ
○
み ず(水)の遊びは 大人と
○
い つも 元気なあいさつを。
○

8 月 18 日(日)６時３０分から２・４・6 年の保
護者の皆さんを中心に約 50 名の方々で校内の美化
作業を行いました。草払いやバナナの木の剪定，走
路の除草など
精力的に活動
していただき，
さっぱりとし
た環境で 2 学期を迎えることができます。暑い中，
ご協力ありがとうございました。

2.5

子供たちは，全て 3.0 以上の評価で，1 学期概ね
良好だと自己評価しています。保護者の皆さんも３
以外は 3.0 以上の評価でした。
，今最大の課題とな
っているメディアとの関わり方について悩んでいる
ことが分かります。PTA や志布志市
の教育講演会，三校 PTA，合同学校
運営協議会など様々な場面で「何とか
しなくては」と危機意識を持っています。
職員は，
「
『自分の命を自分で守る』防災教育・安
全教育の推進に努める。
」については，子供たちの身
に付いているという評価でしたが，3.0 以下が６割
で，上記の 2 つは 2.5 以下でした。課題を好転への
チャンスと捉えて，
下記のように実践していきます。
2 学期の重点について〔共通実践事項取組強化〕
【学校では】
①「通山スタイル」の授業の確立と「とおりやま」
の振り返り
～詳細は HP をご覧ください。～
②「無言作業」の徹底指導（掃除の仕方再指導）
【家庭では】
①
「我が家の約束」
メディア利用のルールを決める。
② 「10 分×学年＋20 分」家庭学習を見届ける。
【2 学期の一事徹底事項】
◎ はきもののかかとをそろえる
1 学期の振り返りを生かして，
2 学期三者それぞれ精一杯取り
組んでみましょう。ご協力をお願いいたします。

7 月 10 日(水)，
『社会を明るくする運動』で「保
護司会志布志支部有明地区」
「有明町更生保護女性会」
「有明 BBS」の皆様に雨の中，ご来校いただきま
した。また，毎年恒例の雑巾もい
ただきありがとうございました。
校内の環境整備に有効利用して
いきます。
教育相談が終了しました。全家庭の保護者を対象
に実施しています。1 学期を終えて，担任と保護者
との対面での話し合いは大変有意義なものとなりま
した。今後の指導の在り方や家庭との連携について
ご理解いただけたと思います。ご心配なことについ
ては，いつでもお声かけください。

食育を推進するために，市 P 連では毎年レシピコ
ンテストを行っています。今年は「にぎりめし」を
テーマに募集しています。夏休み期間中に，お子さ
んとたくさんのアイディアを出し合って作ってみま
しょう。
詳細は配布してある実施要項をご覧下さい。
(1)ヘルシーおにぎり 「ご飯に混ぜて！おいしー，ヘルシー，にぎりめしー 」部門
(2)具たくさんおにぎり 「ご飯で包んで！食べてビックリごちそうおにぎり 」部門
9 月２日までに学校へ提出です。
期待しています。

【８月・９月の主な行事予定】
８月
２１日(水) 出校日
３０日(金) PTA 理事会
９月
２日(月) 始業式
3 日(火) ＜清掃指導強調週間～6 日＞
４日(水) 委員会活動
9 日(月) ＜いじめ問題を考える週間～14 日＞
6 日(金) 授業参観・学級 PTA
12 日(木) 貯金日 運動会予行演習・反省
14 日(土) がんがらちゃん号来校 PTA 親子読書の日
16 日(月) 敬老の日
19 日(木) 運動会会場作り（児童・職員）
20 日(金) 運動会会場作り（保護者・職員）
21 日(土) 土曜体験広場（陶芸体験）
2２日(日) 秋季大運動会
2３日(月) 秋分の日
2４日(火) 振替休日
30 日(月) 校内研修（6 年研究授業：外国語）

