令和４年度通山小学校 転入職員

ご入学おめでとうございます

志布志市立通山小学校
学校だより
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私たち職員も真心をもち、子どもたちの思いに
心を寄せ、一人一人のよりよい成長を考えて全力
で取り組んでまいりますので、皆様のご理解・ご
支援をお願いいたします。
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令和4年度 共通実践事項
このように，学校と家庭で，子どもたちの元
今年度も，学校・家庭で協力して取り組むべき「共通
気をしっかりと支え，子どもたちが，明るく伸 実践事項」を策定いたしました。
び伸びと学習や運動に精一杯取り組み，「今日
グランドデザイン（学校経営の方針）とともに裏面に
も楽しかった」と満足して下校できる通山小学 掲載していますので，ご確認の上，家庭での取組をお願い
校を目指してまいります。また，その中で，一 します。毎学期末に，プリントを配って，振り返ってい
人一人の子どもたちの元気をさらに大きく膨ら ただくとともに，まとめたものをＰＴＡ資料として配布し，
ませていければと思っております。
継続的に取り組んでいただけるようにしていきます。

令和４年度

第７６回入学式

新型コロナウイルス蔓延防止のため，新入学児童と保
護者，職員，在校生代表1名のみ出席の縮小した形で式
を行いました。来賓代表として，志布志市教育委員会学
校教育課参事兼指導主事塩向哲哉様及びＰＴＡ会長
渕之上侑典様にご出席いただき，保護者及び職員が見
守る中，新入学児童が元気に入学しました。

入学式児童代表あいさつより
新１年生のみなさ
ん，ご入学おめでとう
ございます。
ぼ くた ち は ， みなさ ん
が入学してくる日を楽
しみにしていました。

６年

長田

２）通山小での抱負
なかむら えいじ校長先生
１）前任校 志布志市立山重小学校
２）通山小学校の元気な子どもたちとの
出合いにとてもうれしく思います。一日
も早く子どもたちのことや地域のことを
覚え「笑顔とあいさつと優しさいっぱいの通山小」を目指して
取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
かみたかはら とおる先生(6年担任)
１）前任校 志布志市立志布志小学校
２）３月に志布志小学校で３７年間の教
員生活を終え，新たに本校でお世話に
なります。心新たに頑張ります。よろしく
お願いします。
なかにし ゆうこ先生(1年担任)
１）前任校 鹿児島市立玉江小学校
２）久し振りに志布志市に帰ってきまし
た。通山小学校の子どもたちと勉強でき
るのがとても楽しみです。やる気いっぱ
いです。よろしくお願いいたします。
なかはま さゆり先生（学校助手）
１）前任校 志布志市立原田小学校
２）通山小は２校目となりますけど，なに
ぶんわからない事が多々あると思いま
す。皆さんに協力をもらい，教えてもらい
ながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
おおむら こずえ先生(司書補)
１）前任校 志布志市立原田小学校
２）みなさんが「わくわく・ほっとする・楽
しい」そして「図書館っていいな」と思っ
て，もらえるように取り組んでいきます。よ

大輝
ろしくお願いします。

くさかべ かおる先生(特別支援教育支援員)
１）前任校 志布志市立志布志中学校
２）通山小のみなさんに出会えてうれし
いです。楽しい学校生活を送れるように
この通山小学校は，「あいさつ日本一」をめ
お手伝いします！一緒に築いていきまし
ざしています。みなさんも明日から先生たちや友 ょう。よろしくお願いします。

達の目を見て，元気よくあいさつをしましょう。
小学校では楽しいことがたくさんあります。運
動会や持久走大会があります。遠足もあります。
楽しみにしていてください。
それから昼休みはいろんな遊びができます。
でも曜日によって遊ぶ場所がちがいます。学校
で分からないことがあったら，ぼくたちに何でも
聞いてください。
さあ，明日から楽しい学校生活が始まります。
いっぱい楽しみましょう。
※在校生代表として，唯一６年生として参加した
〇〇君。「さあ。」のところでは，両手を広げ， 気持
ちのこもった発表をしてくれました。

～５月の行事予定～
５月

スケッチ大会月間
３日(火)～５日(木) ゴールデンウィーク
６日(金) 心臓検診(１年：有明小で実施)
９日(月)～１３日(金)
家庭訪問期間
１４日(土) 土曜授業日 ＰＴＡ親子読書の日
１年生を迎える会 短遠足
１７日(火) 不審者対応避難訓練
１９日(木) 体力・運動能力調査(2～6年)～20日
がんがらちゃん号巡回日
２０日(金) 耳鼻科検診(全学年)
２５日(水) クラブ活動(編成)第１回学校運営協議会
プール掃除(5,6年)
３１日(火) 租税教室(6年)

