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よろしくお願いします

校長 新田 賢一

この度の定期人事異動により
平佐西小に転任して参りまし
た。どうぞよろしくお願いします。

今回の異動で、私は、教員生活の中で初め
て経験したことがあります。
それは、
「赴任した学校の最初の入学式で、『校歌』
の歌詞を見ないで歌うことができた」
ということです。
今回、平佐西小２回目の勤務となります。

※ 懐かしい校歌を歌えるうれしさから、大き
な声で歌っていたら、「つぶやく程度に歌い
ましょう」と職員に伝えていた進行係が、近
くのマイクのボリュームを下げるというアク
シデントはありましたが…。

８年ぶり２回目の平佐西小は、変わらない
ことがたくさんありました。
① 勉強や運動にがんばる素直な子供たち
② 学校に協力的な保護者や地域の方々
③ 平佐城跡地に建てられた校舎の複雑な
つくり 等々

児童数８４４人、職員数５8人(令和5年4月6日現在)
の平佐西小学校は、今年も北薩地区の中で
一番大きな規模の学校になります。

新型コロナウイルス感染症によって制限さ
れていた学校の活動も、それぞれの意義を確
かめながら、少しずつ以前の活動に戻ってい
きます。

一人一人の子供たちの持てる可能性を最
大限に発揮できますよう職員一同力を合わせ
てがんばっていきます。

今後とも、保護者の皆様の
ご理解とご協力をよろしく
お願いします。

１９人の転入がありました！

番号 氏名 1 新田 賢一 校長先生

(1) 前所属や職名 (1) 大島教育事務所管理課

(2) 趣味や特技等 (2) アウトドア、スポーツ観戦

(3) 座右の銘 (3) 感謝

２ 黒岩 直美 先生 ３ 田尾 久美子 先生

(1) 出水市立下水流小学校 (1) 出水市立大川内小学校

(2) ピアノを弾くこと (2) 韓国ドラマ、スポーツ観戦

(3) 一期一会 (3) 和顔愛語

４ 野上 洋一 先生 ５ 神野 孝作 先生

(1) 阿久根市立阿久根小学校 (1) 和泊町立和泊小学校

(2) 美味しいものを食べる (2) ドライブ、ピアノ演奏

(3) やってみればなんとかなる (3) 明るく、楽しく、元気よく

６ 安部 菜穂子 先生 ７ 京田 真季 先生

(1) 薩摩川内市立川内中央中学校 (1) 鹿屋市立祓川小学校

(2) 断捨離、楽器の演奏 (2) ドラマ、バスケットボール

(3) 正射必中 (3) 楽しく、笑顔で

８ 伊福 俊之介 先生 ９ 前田 海希 先生

(1) 新規採用 (1) 新規採用

(2) サッカー観戦、ランニング (2) 朝活、ドライブ、楽器演奏

(3) 一生懸命 (3) 至誠通天

10 宮田 智徳 先生 11 新 明久 先生

(1) 出水市立西出水小学校 (1) 薩摩川内市立隈之城小学校

(2) DTM、音楽関係（PCで） (2) バイクでツーリング、剣道

(3) 石の上にも三年 (3) 一期一会

12 中村 義浩 先生 13 冨盛 美和子 先生

(1) 初任研指導教員 (1) 薩摩川内市立隈之城小学校

(2) 温泉巡り、多肉植物 (2) 楽器演奏、ドイツ語

(3) 時を守り場を清め礼を正す (3) 一期一会

14 長 典子 先生 15 末留 寿美 先生

(1) 長島町立川床小学校 (1) 鹿児島市立紫原小学校

(2) 料理、お菓子作り (2) 手芸、小物づくり

(3) 笑顔を絶やさない (3) どんなことでも中庸が大切

16 児玉 博 先生 17 尾辻 美恵子 先生

(1) 鹿児島市立鴨池中学校 (1) 特別支援教育支援員

(2) 釣り、ゴルフ、山登り (2) 手芸

(3) 凡事徹底 (3) いつも笑顔で

18 外屋敷まゆみ 先生 19 若林 雅子 先生

(1) 学校校務支援員 (1) 学校校務支援員

(2) 音楽を聴きながらドライブ (2) まだ出会えていません

(3) 人に優しく自分にも優しく (3) ありがとうを素直に伝える



【学校教育目標】 「自ら気付き、自ら深く考え、自ら行動する平佐西の子供の育成」
【 校 訓 】 『すなおな子ども・よく考える子ども・ねばり強い子ども』

【 キャッチフレーズ 】 『はばたけ平佐から！ 未来の国際人』
【 ４Ｈの教育 】「ＨＯＰＥ」・・・・夢・希望

「ＨＥＡＤ」・・・・確かな知性、能力
「ＨＥＡＲＴ」・・・豊かな感性、徳性
「ＨＥＡＬＴＨ」・・たくましい体力、気力

【 西っ子三つの約束 】「思いやり」「あいさつ」「はきものそろえ」 【始業式で講話をしている様子】

令和５年度 児童数 ８４４人 長子数 ６２４人 ３８学級 （Ｒ５．４．６現在）

校 長 新田 賢一 教 頭 奥野 裕樹 ・ 宅間 万能

学年 １組 ２組 ３組 ４組 ５組

１ 塚 田 朱 髙藤 恵美 萩原 啓志 萩 迫 めぐみ

２ 中村 博美 野上 洋一 前田 海希 大迫 聡子 大迫 順子

３ 下別府ちあき 伊 福 俊之介 櫛山 五月 京田 真季

４ 山口 朗子 石丸 寧々 神野 孝作 中島 香織

５ 津曲 基史 冨山 由佳 正留 良哉 吉田 育美

６ 山元 成大 田 尾 久美子 瀬戸山 宗高 大西 史朗

ひまわり 阿部 史典 こすもす 市成 淑美 さ く ら 冨 盛 美和子

さざんか 村田 英之 もくれん 村 岡 友梨奈 あじさい 後藤 美代

あさがお 黒岩 直美 す み れ 桃 原 ひとみ たんぽぽ 村尾 京子

しらゆり 宮田 智徳 すずらん 新 明 久 なでしこ 瀬戸口 美幸

なのはな 福元 尚美 理科専科 堀 口 慈 理科専科 末留 寿美

音楽専科 吉野 裕子 家庭･音楽専科 長 典子

英語専科 安 部 菜穂子 算数専科 上村 和久 初任研指導教員 中村 義浩

養護教諭 藤 井 真由美 養護教諭 内 山 望 事務主幹 児 玉 博

事務職員 原口 真希 学校主事 植之原 義博 司書補 松木 節子

特別支援教育支援員 宇都 久代 特別支援教育支援員 山下 こず恵 特別支援教育支援員 尾 辻 美恵子

学 校 校 務 支 援 員 若林 雅子 学 校 校 務 支 援 員 外屋敷まゆみ ＥＳＴ 村上 有里

１３日(土) 土曜授業 小中一貫交流（６年）
１日(月) 入学・進級を祝う会、授業参観（５校時） １７日(水) 津波・洪水避難訓練（朝活動）

ＰＴＡ総会、心臓検診１ １８日(木) 甑アイランドウォッチング（４年）
２日(火) 家庭訪問（特別校時）、心臓検診２ ２２日(月) 集団下校訓練（５校時 全学年）
８日(月) 家庭訪問（特別校時） ２３日(火) ＰＴＡ評議委員会
９日(火) 家庭訪問（特別校時） ２４日(水) プール開き

１０日(水) 家庭訪問（特別校時）、不審者対応訓練 ２５日(木) 小小綱引交流（６年 川内小と対戦）
１１日(木) ＰＴＡ役員会 ３０日(火) 歯科検診（全学年）

４月２０日（木）に「春の一日遠足」を実施しました。子供たちは、おう
ちの方が準備してくださったお弁当をうれしそうに食べていました。各家庭
で、「親子の絆がしっかりできているな」と子供たちの姿を見て、幸せな気
持ちになりました。近年、全国的に家庭や学校での子供たちの居場所づくり
や絆づくりの大切さが言われています。薩摩川内市も例外ではありません。
今年度は、学校や家庭で子供たちにどんな居場所づくりができるか、絆づく
りができるかについて一緒に考えていきたいと思います。ご協力をよろしくお願いします。

【遠足でお弁当を食べる１年生】

４月１３、１４日に実施しました学級ＰＴＡへのご出席ありがとうござい
ました。本校ＰＴＡでは、車で子供の送迎をされる場合、安全面に配慮して
体育館側からの車の進入は禁止としております。川内駅の方からの進入経路
の一元化にご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
また、送迎時には近隣のコンビニや公共施設等への駐車についても、利用

される方の迷惑にならないよう節度ある行動をお願いいたします。子供たち
にもコンビニの駐車場を通ることがないように指導しております。

大切な安全面の御
協力をお願いします！


