
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

３月の主な行事予定 

 ２日（水） 児童総会 
４日（金） お別れ遠足・６年生を送る会 
７日（月） 全校朝会・英語活動（ALT来校） 
８日（火） なわとび・一輪車大会， 

ＰＴＡ全体会，学級ＰＴＡ 
１５日（火） 東郷中卒業式                                            
２４日（木） 第６９回卒業式 
２５日（金） 修了式・大掃除 
２９日（火） 離任式          
                               

             こんな鳥丸っ子に！ 

                       校 長  知識 清子 
梅の花も満開の時期を迎え，紅梅・白梅と目を楽しませてくれます。学校の花壇にもパンジ

ーやさくら草などが咲きほこっています。はやいもので，平成２７年度もあと１か月を残すの
みとなりました。 
さて，一月の始業式にみんな素晴らしい鳥丸っ子になるように頑張っているけれど，１年の

仕上げの学期，６年生にとっては，６年間の総まとめの学期に「こんな鳥丸っ子になることが
できるように意識していきましょう。」と言うことを話しました。鳥丸のとりまるを頭につけ
て頑張ってほしいことをまとめてみました。みんなで，取り組んでいます。 

 【３学期は仕上げの学期です。こんな鳥丸っ子に！】 

・○とてもあいさつ上手 

・○りっぱにはきはき発表 

・○ますますみんなで励まし，努力する 

・○るんるん明るく仲良し 
 

日々の学校生活の中でも，朝のお忙しいときに立哨指導をしてくださるコミセン会長の村尾
さんをはじめ地域や保護者の方々，灯籠づくりを教えてくださった老人クラブの方々，社会科
や生活科，ふるさと・コミュニケーション科等で取材に協力くださった方々，行事や奉仕作業
の時など駆けつけてくださる地域や保護者の方々など，その他にもまだまだたくさんの方々に
支えていただいています。本当に感謝しております。子どもたちにもしっかりと伝えていき，
感謝の気持ち，ありがとうの気持ちを育みたいと思っています。 
 今年度もあと１か月でそれぞれ進学・修了を迎えます。いろいろな夢や希望を抱いて新年
度を迎えられるように，１年間のまとめをしていきます。地域・保護者の皆様も応援をお
願いします。 
 

 ２月１０日（水）に，平成２８年度入学説明会・体験
入学を行いました。来年度の新入生は○○○○（○○○
○）君，○○○○（○○○○）君，○○○○（○○○○）
君の３人です。 
保護者の方々には学校の様子や入学までの準備等につ 

いて説明し，子どもたちには，
１・２年生が計画した 交流会を行いました。自己紹介 

やゲームなどをし，新１年生に 
手作りプレゼントを渡すなどし 
て楽しく過ごしました。新１年 
生も，迎える在校生も入学が楽 
しみになった体験入学でした。 

新一年生体験入学 

第３回学校保健委員会 

 

小中一貫だより～前期前半（１・２年） 
テレビ会議，前期後半（３・４年生）交流学習 

１・２年生はテレビ会議で東郷小学校の２年 

生や藤川小学校の１・２年生と交流学習を行い 

ました。それぞれ自己紹介や学校紹介をしたり， 
ふるさと・コミュニケーション科で学習したこ 

とを発表したりして楽しく過ごしました。 

３・４年生は，東郷中校区５小学校の子ども 

たちが東郷小に集まって交流学習をしました。 

とりまるっ子たちは，大きな声で堂々と発表す
ることができました。 

 

○いきいき教育活動表彰 

  １年 ○○○○ 
 

 

○しきなみ子供短歌コンクール 
  佳作 ４年 ○○○○ 
 「ふしぎだな ばあちゃんの手は まほうの手 
マッサージしたら いたいのきえた」 

○ごみ減量児童作品コンクール 
ポスターの部優秀賞 ４年 ○○○○ 
標語の部 優秀賞 ４年 ○○○○ 

入賞おめでとう 

 

授業参観がありました 

 
 ２月１８日（木）に，授業参観を行いました。

授業参観では，５・６年生が算数の授業,３・

４年生がふるさと・コミュニケーション科を行

いました。１年生は算数，２年生は国語の授業

に挑戦。どの子も一生懸命考え，発表し，しっ

かり聞いたり，書いたりしていました。 

１８日（木）の授業参観の 

あとに，第３回学校保健委員 

会を開催しました。今回は， 

鹿児島純心女子大学准教授の 

谷崎和代先生に「性被害から 

子どもたちを守るために」と 

いうテーマで講話をして頂きました。 

 性被害から子どもを守るために，自分の気持ち

をしっかりと言える子ども，自分を大切にするこ

とができる子ども＝他人も大事にできる子ども

を育てること，親が子どもに向き合うことなど 

大切なことを学びました。 

お知らせ 
１月１７日（日）に，資源ゴ

ミ回収を行いました。収益が，
９，３４７円ありました。また，
村尾商店様から３，０００円の
御寄付をいただきました。あり
がとうございました。 
ＰＴＡ活動費として有効に

活用させていただきます。皆様
の御協力に感謝申し上げます。 

平 成 ２ ８ 年 ２ 月 ２ ６ 日 
薩 摩 川 内 市 立 鳥 丸 小 学 校 
キャッチフレーズ 
「あいさついっぱい 笑顔いっぱい 心を耕す鳥丸小」  

校  訓 
あかるく 
かしこく 
たくましく 第１１号 

 

３月の生活目標 

 １年間のしめくくりをしよう 

３月の保健目標 

 １年間の健康生活の反省をしよう 

 

入学をまってま～す 

２年生 国語授業 

データを基にした話 

自筆の絵で説明される田島さん 

３・４年 昔のくらし 

３・４年ふるさと・コミュニケーション科授業 

 ２月３日（水）の３・４年生のふるさと・
コミュニケーション科で「鳥丸博士になろう」
をテーマに授業を行いました。郷土史家の田
島幸二さんをおまねきして，学校の様子や鳥
丸の様子など自筆の文章や絵で説明してくだ
さり，質問に答えていただきました。子ども
たちは熱心に聞いていました。 

 
 

熱心に聞き入りました。 

 

 
県庁での授賞式 

学校関係者評価結果及び 
ラオスの子どもたちへの寄贈 
裏面に掲載しています。 

  

 

租税教室（５・６年） 

  

 

藤川小とのテレビ会議（１・２年） 

田島幸二さんか

らお話を聞きま

した 

（３・４年） 

 

 

 



平成２７年度 学校関係者評価結果  鳥丸小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラオスの子どもたちへの机・イス，タオルの寄贈ありがとうございました。 

ＮＰＯ法人じゃっどから感謝状が届いています。「鳥丸小学校 同じ空の下に」 

 

番号 評価項目 
４段階

平均  
主な意見 

1 

 校長の学校経営方針等が保護

者や地域に伝わっている。 
3.4 

・学校便りで知らされている。 

・保護者や地域に伝わっているか（理解されて

いるか）は家庭や個人によって差がある。 

・地域の行事に学校をあげて協力している。 

2 

 望ましい子どもの姿（知・徳・

体）に向かって数値的目標を設定

し努力している。 

3.6  

・目標を掲げて努力されているのが学校便りで

分かる。 

3 

 子どもたちは、楽しそうに生き

生きと学校生活をおくっている。 

3.7  

・元気がいい。あいさつも全員，明るく元気よ

くできる。 

・運動会や地域行事への参加のときなど，とて

も生き生きとしている。 

・授業も休み時間もにぎやかで雰囲気が良いと

思います。 

・子どもたちは元気よくあいさつできていた。 

4 

 いじめや不登校など生徒指導

上の課題解決に向けて積極的に

取り組んでいる。 

3.8  

・上級生が下級生の面倒をよく見ている。 

5 

 子どもたちの安全（登下校時、

自然災害時）について細心の注意

をはらっている。 
3.7  

・台風の翌朝（夏休み中）校長・教頭が児童の

家を回っておられた。 

・毎朝，交差点に立って誘導している姿には頭

が下がる。 

・通学路の危険予知トレーニングはしっかりと

学んでいます。 

6 

 教職員は、子どもや保護者、地

域との望ましい関係を築いてい

る。 
3.6 

・教員さん方が近くにお住まいになっておられ

ないため，地域との関係が今ひとつ。 

・地域行事に積極的に参加している姿をよく見

かける。 

7 

 学校は常に整理整頓、清掃さ

れ、花や緑にかこまれている。 
3.6 

・設営も工夫されている。 

・地域のシルバーの方々もボランティアで刈り

込みなど手伝っておられる。 

・岩つつじが非常に綺麗です。 

8 

 学校の施設・設備は定期的に安

全維持管理のための点検等がな

されている。 

3.8  

  

9 

 子どもたちの学力や体力の実

態が保護者や地域によく知らさ

れている。 3.4  

・入賞者など学校便りに載せてある。また，結

果もすばらしい。 

・保護者や地域に伝わっているか（理解されて

いるか）は家庭や個人によって差がある。 

10 

 保護者や地域は学校の教育活

動に対して協力・支援を行ってい

る。 
3.5  

・地域も学校に，学校も地域にとても協力的だ。 

・各行事での一体感を感じる。 

・よくとけ込んでいます。 

 

11 

 小中一貫教育は、積極的に実

践されている。 3.6  

・取組はよいがあと少し，深まりがほしい。 

・新人校長がはりきっている。 

12 

 薩摩川内元気塾は、子どもた

ちに夢や元気を与えてくれて

いる。 
3.8  

  

13 

 英語教育の推進について、

小・中学校の特質を活かして充

実が図られている。 

3.6  
 

・いつ行っても子どもたちの元気のよいあいさつは気持ちがよい。 

・図画などの入賞者が多く，玄関等に展示してある作品もすばらしい。 

・パソコン室と図書室が隣り合わせで行き来できるようにつながっているのは，自主学習の

環境としてはよいと感じた。 

生徒指導上の課題解決，学校の施設・設備の安全維持，薩摩川内元気塾等において，高い

評価をいただきました。また，安全面では，保護者や地域の皆様方の声かけ運動や学校・Ｐ

ＴＡ・地域行事等への互いの参加等，地域ぐるみで子どもたちを見守り成長を支援してくだ

さり心から感謝いたします。上級生が下級生の面倒を見てくれること，子どもたちが元気よ

く生き生きと学校生活を送っていることについても評価をいただきました。校訓やキャッチ

フレーズを通して子どもたちに指導していることが行動に表れてきて大変嬉しく思ってい

ます。今後も，保護者・地域の皆様方の御支援，御協力をよろしくお願いいたします。 

 


