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屋久島町立栗生小学校
令和２年４月１０日

令和２年度のスタート
～

ご卒業おめでとうございます

新たな気持ちで ～
栗生小学校長 西 留 敦 朗

４月６日の入学式では，在校生・保護者・来賓（代表者）
の皆様が，１年生３名を温かく迎えてくださいました。登
校初日は，まだ緊張気味の１年生でした。しかし，１・２
年生は複式学級になったので，新２年生のお友達と一緒の
教室に安心したのか，明るい笑顔や元気のよい声が響いて
います。また，上級生が一緒に登校してくれたり，休み時
間に遊んであげたりしているなど，１年生と接する姿にう
れしく思っているところです。
令和２年度も２８名の子どもたちが夢と目標に向かって
ひとみを輝かせながら努力し，認め合い・励まし合い・助
け合いながら成長していける学校にしていきたいと思いま
す。本年度も保護者や地域の皆様の御理解と御協力をどう
３月の卒業式に６名の６年生を送り出しました。
ぞよろしくお願いいたします。
縮少された式でしたが，感動的な式となりました。
【学校教育目標】
ふるさと栗生を愛し，感性豊かで，よく学び，
心身ともにたくましく生きる栗生の子供の育成

４月６日に，男子１名，女子２名，計３名の初
々しい新１年生とまんてん留学生２名が栗生小学
【めざす児童像】
校に仲間入りしました。これから，にぎやかになり
やさしい心で助け合う児童 ・自ら学ぶ児童
そうで楽しみです。
・心身ともに元気な児童
今年は，２８名でのスタートです。これから１
年，みんななかよく頑張っていきたいと思います。
ご家庭でも分かりやすいように達成目標を以下の「クリ 学年 男 女 計
担任名
校長 ○○ ○○
ア１０(テン)」を設定し，家庭学習とも連携しながら推進 １年 １ １ ２
教頭 ○○ ○○
○○ ○○
していきたいと考えております。
２年 ２ １ ３
養護教諭 ○○ ○○
３年 ４ ２ ６
栄養教諭 ○○ ○○
○○ ○○
１ 学力検査⇒全国平均プラス３点を目指す
４年 １ ３ ４
外国語 ○○ ○○
５年
０
３
３
(中央中学校)
○○ ○○
２ 宅習時間⇒６０・９０運動（家庭学習の実施）
６年 ３ ４ ７
図画工作 ○○ ○○
３ 読書年間目標冊数⇒低１００・中８０・高５０
ひまわり ０ １ １ ○○ ○○
(安房中学校)
４ 毎日音読⇒場面の様子や言葉の意味（辞書活用）
あすなろ １ １ ２ ○○ ○○ 理科専科 ○ ○
○○
計
12
16
28
(八幡小学校)
５ 係・児童会活動⇒役割と責任，達成感と充実感
事務職員 ○○ ○○
６ 笑顔と会話の弾む「オアシス運動・温か言葉
(兼務 本務校は
八幡小学校)
・リフレーミング」
（コミュニケーション)
用務員 ○○ ○○
７ 家族愛⇒感謝や思いやりの気持ち
支援員 ○○ ○○
司書補 ○○ ○○
８ 健康安全⇒「早寝・早起き・朝ごはん」

９ テレビ・携帯・ゲーム等⇒家族で常に再点検
10 生徒指導⇒「生活のしおり」～よい子の約束～
☆ 学校の愛言葉 ☆
『 わくわく登校，いきいき学び，にこにこ下校 』
わくわくする気持ちで登校したくなる学校
先生や友達といきいきと楽しく学び合う学校
お互いの頑張りを認め合いにこにこと下校できる学校
地域に愛される元気な学校を目指します。

受賞おめでとうございます(３月)

「青少年健全育成標語」入選

「ありがとうのはがき」入選

【お知らせ：
「学校だより」は，特に個人情報が多いので，年間を通して
ホームページ掲載では調整します。御理解ください。】

６年○○○○

４年○○○○

１年○○○○

５年○○○○

ピッカピカの３名の１年生

転入職員紹介「ようこそ栗生小へ」
○○

○ ○ 先生
（伊佐市立山野小学校から）
子どもたちの笑顔に，毎日
パワーをもらっています。頑
張りますので，どうぞよろし
くお願いします。

○○

○ ○ 先生
（屋久島町立岳南中学校から）

元気な3名の１年生です。目をキラキラ輝かせて登校し
てきます。これから様々な行事や活動において，保護者
や地域の方々からの温かいご声援をお願いします。

【写真の前列左から順に】
氏

理科専科 （八幡小学校）

○○

名

○○ 先生

図画工作 （安房中学校）

○○

○○ 先生

性別 地区

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

男 栗生
女 栗生
女 中間

２年度のまんてん留学生

（４年生と ６年生の理 科を
担当されます。）

（５・６年複式学級の
図画工作を担当されます。）

１年：○○ ○○さん

朝の登校指導
(4/4～4/10)

５年：○○ ○○さん
（神奈川県より）
家族留学：
○○ ○○さん（栗生）
どうぞよろしくお願いします。

今年度も民生委員や
保護者の方々が立哨指
導をして安全を見守っ
てくださいました。
ありがとうございま
した。

在校生も頑張ります！
1･2年生
(担任)○○ ○○先生
ひまわり学級
(担任)○○ ○○先生

3･4年生
(担任)○○ ○○先生
あすなろ学級
(担任)○○ ○○先生

5･6年生
(担任)○○

母校の栗生小で，子どもた
ちが毎日元気で過ごせるよう
頑張ります。よろしくお願いします。

○○先生

４月の主な行事予定
13日(月) 風水害の集団下校訓練
15日(水) 家庭訪問(中間)
16日(木) 全国学力学習状況調査(６年)・・・延期
家庭訪問(江之川) ，尿検査
17日(金) 家庭訪問(森山･上町)
20日(月) １年生を迎える会
2１日(火) 津波災害避難訓練，心臓検診（１年・職員）
22日(水) 内科検診
23日(木) 授業参観・学級ＰＴＡ・専門部会・新旧実行
委員会・ＰＴＡ総会
24日(金) きれいな栗生校区にしよう
27日(月) ＮＲＴ検査（国・理）
28日(火) ＮＲＴ検査（算・社）
※

家庭訪問，PTA関係については，新旧役員会でも検
討していきます。

５月の主な行事予定
７～11日 なかよし給食
11日(金) 耳鼻咽喉科検診
9日(土) 新体力テスト
14日(木) 社会科見学(１～４年)
17日(日) ＰＴＡ奉仕作業
19日(火) 歯科検診 ，スマホケータイ安全教室（３～６年）
20日(水) 眼科検診 ，不審者対応避難訓練
22日(金) 校内スケッチ大会
26～28日 職場体験学習（岳南中）
28日(木) 耳鼻咽喉科健診

