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未来予想図Ⅱ 令和２年度 チーム通山でＧＯ！

～子供たちにはきっと明るい未来が待っている！ 校 長 吉見 一弥 少人数指導 安樂奈津子

みんなで今を乗り越えよう～ 教 頭☆ 後藤 豊仁 養護教諭 福山 恵里

1年担任 山王 清美 専門員 德 哲也

校長 吉見 一弥 2年担任 盛田 朋子 学校助手 有村 幸子

新型コロナウイルス感染症の影響で，３月から長 3年担任☆ 中江 太郎 司書補 中脇 智香

い休みが続いていましたが，４月６日(月)に学校を 4年担任 川畑 大成 支援員 溝口るみか

再開しました。子供たちの元気な声が響き渡り,学 5年担任 南 千鶴子 支援員 平野あかり

校に活気が戻ってきたことを心から幸せに感じまし 6年担任 榮 修一郎 すくすく☆ 取附 育美

た。 ひまわり学級１組☆ 松下 理恵 図工(5・6年) 岩元 達朗

新任式・始業式は，全校児童が集まることを避け， ひまわり学級２組 古賀 博美 初任者研修☆ 川﨑 咲子

校内放送で実施しました。新任式では，５名の先生 専科(理科） 帖佐 圭子 ☆マークは，新規職員

を迎え,５年生の上杉ゆりあさんが歓迎のあいさつ 図工(5・6年)の岩元先生，初任研の川﨑先生は週に１日の来
をしてくれました。また，始業式では，４年生の岩 校となります。

田駿介さんが１学期の抱負を発表してくれました。

二人の素晴らしい発表によって，令和２年度のスタ 令和２年度 児童数(４月15日現在)
ートです。

私たち学校の果たすべき使命は，小学校６年間に 学 年 男 子 女 子 合 計 長 子 数

おいて，知・徳・体バランスのとれた子供の育成で １ 年 ２０ １１ ３１ １４
あり，一人一人が思い描く未来予想図（夢・目標） ２ 年 １２ ９ ２１ １０
実現に向けた土台をつくることにあります。そのこ ３ 年 １２ １６ ２８ １６
とが，ひいては，これからの時代をたくましく「生 ４ 年 １６ １１ ２７ １５
きる力」の育成へとつながっていくと考えます。そ ５ 年 １５ １３ ２８ ２８
の責務を果たすため，令和２年度，新たに５名の職 ６ 年 １７ １７ ３４ ３３
員を迎え，「熱心で愛情いっぱい」の半端ないメン ひまわり１ １ ２ ３ ３
バーがそろったと自負しております。 ひまわり２ ２ ０ ２ ２

この「ワンチーム通山」一丸となり，また，保護 合 計 ９３ ７９ １７２ １２１
者・地域の皆様と共に手を取り合いながら，子供た

ちの「未来予想図」の実現に向けて，教育活動に全 令和２年度 共通実践事項
力を尽くしてまいる所存です。

一方で，新型感染症の影響により，４月１６日に 子供たちの未来予想図実現の土台づくりに向け，学校

緊急事態宣言が全都道府県に拡大され，４月２２日 ・家庭で取り組むべき「共通実践事項」を策定しました。

（水）から５月６日（水）まで臨時休業にすること 裏面に掲載していますので，ご確認ください。毎学期末

といたしました。ご家庭には再び多大なご負担をお に，ご家庭での取組を振り返っていただきます。取組へ

かけすることになりましが，長いトンネルの先には， のご協力をお願いいたします。

「きっと明るい未来が待っている」ことを信じて，

みんなで力を合わせてこの局面を乗り越えていきた

いと思います。 ５月の目標
保護者・地域の皆様，令和２年度も，本校教育活

動へのご理解・ご協力を何卒よろしくお願いいたし ○生活目標 身なりをきちんとしよう

ます。 ○保健目標 身の回りの清潔に心がけよう
♪ ずうっと心に描く 未来予想図は～ ほら ○安全目標 安全に気を付けて休み時間を過ごそう

思ったとおりに かなえられてく～ ♪♪ ○給食目標 楽しい給食ができるようにしよう

（「未来予想図」歌詞一部）

令和２年度通山小学校 転入職員 始業式あいさつより
～よろしくお願いいたします～

１）前任校 ２）通山小での抱負 「弟の世話もがんばる」 ４年 岩田 駿介
ごとう とよひと教頭先生

１）指宿市立池田小学校 ぼくは，４年生になってがんばり

２）郷土の先人，野井倉甚兵衛さん たいことが３つあります。

を輩出し，地域やＰＴＡに恵まれた まず，持久走大会で１位になるこ

通山小学校に赴任できまして，とて とです。３年生のときは，中学年で

もありがたいです。甚兵衛さんのよ ２位でした。４年生では，がんばっ

うに，できることをこつこつ取り組んでいきたいです。 て１位になりたいです。

次に，運動会で「通山ソーラン節」

なかえ たろう先生 をおどるのが楽しみです。上学年の

１）長島町立伊唐小学校 人がおどっているのを見て，「かっこいいな。」と思い

２）いつも素晴らしいあいさつであふ ました。ぼくも一章けんめいおどりたいです。

れている通山小に来ることができ， 学習では，国語のテストで文をよく読んで答えたい

とてもよかったです。学習も遊びも と思います。３年生では，読んだつもりだったけど，

子供たちとともに頑張ります。よろし まちがうことがありました。しっかり読んで，ミスが

くお願いします。 ないようにしたいです。

まつした りえ先生 ４年生になると，クラブ活動もあるので楽しみです。

１）曽於市立深川小学校 見学したときに，ドッジボールクラブが楽しそうで

２）「おはようございます。」「さような した。公式ルールでやっていて，はく力がありました。

ら 。」の元気なあいさつができる通 ぼくも，上級生みたいに投げてみたいと思いました。

山小の子どもたちから，毎日たくさん １年生に弟が入学してきました。弟の世話もがんば

のパワーをもらっています。私も子ど ります。 (令和２年４月８日 南日本新聞掲載)

もたち以上にがんばります。よろしくお願いします。

※ 今後も教育活動や子供たちの写真を学校便りや

学校ホームページ（ＨＰ）で紹介していきます。

個人情報保護の観点から，写真掲載に不都合があ

る場合はご連絡ください。

５月行事予定 スケッチ大会月間

２日(土)～ ６日(水) ゴールデンウィーク

７日(木) 学校再開予定日

９日(土) ＰＴＡ親子読書の日

１２日(火) 歯科検診(1・5・6年)

１３日(水) 委員会活動・児童代表委員会

交通安全教室

１４日(木) 体力・運動能力調査(5・6年)

歯科検診(2・3・4年)

がんがらちゃん号巡回日

１５日(金) 体力・運動能力調査(5・6年)

眼科検診

１６日(土) 市Ｐ連総会・懇親会

令和２年度 第７４回入学式 １９日(火) 不審者対応訓練

２１日(木) 地震・津波のための避難訓練

新型コロナウイルス蔓延防止のため，新入学児童と保 ２４日(日) 第１回ＰＴＡ美化作業

護者，職員のみ出席の縮小した形で式を行いました。来 ２６日(火) 内科検診(2・5・6年)

賓代表で，谷口学校教育課長様にご出席いただき，保護 ２７日(水) クラブ活動(編成)

者及び職員が見守る中，新入学児童３１名が，元気に入学 ２８日(木) 耳鼻科検診

してくれました。 ２９日(金) プール掃除，内科検診(1・3・4年)

全校児童１７２名と職員２１名の計１９３名で，令和２年度 ※ 上記の行事は，臨時休業等に伴い，当初の計画

の通山小学校を盛り上げていきます。 から変更されていますが，今後，更に変更にな

る場合もあります。

 ご入学おめでとうございます 




