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国語科：崎山翔太郎教諭から今月の子どもたちへのメッセージ 

  

成功者とは，諦めることを知らない夢追い人のこと 

ネルソン・マンデラ（南アフリカ共和国 

    政治家 弁護士 第８代大統領）  

今月のお花紹介 

用務員：井上明子さん推薦 

キンセンカ 
花言葉： 

「別れの悲しみ」「忍ぶ恋」 

「悲しみ」「変わらぬ恋」 

『学力向上のために Ⅱ』 

                  校長 田川 俊一 

 

 

 

 
 

 

11月９日(火）は，公開研究会が本校で実施され，三町
からたくさんの先生方にお越しいただきました。５・６年
生は社会科の研究授業を，専門性のある中学校の SA 教
諭も参加し，TM教諭と２人でＴＴプロジェクトにより実
施しました。中学生は全員で「あまぎ学」の授業を，SK
教諭と SS教諭がＴ・Ｔで実施しました。子どもたちは，
多くの先生方の参観に動揺することもなく，本校の目指す
子ども像「自ら進んで学習する子ども」の姿で「主体的，
対話的な深い学び」を進め，参観された先生方からたくさ
んお褒めの言葉をいただきました。 
 さて，いよいよ師走，まとめの月です。充実した 2 学
期は，大詰めを迎えます。本校では，子どもたちの学力向
上のために，職員全員が研究授業をし，授業改善を図る「一
人一研究授業」を実施しています。先日は，１年生の HN
教諭の研究授業を実施しました。12月には SK教諭のパ
ワーアップ研究授業，三京分校の TM教諭・HN教諭の研
究授業で全員が終了します。また，中学部では，12月か
ら３年部を中心に担当を割り振り，放課後学習会を実施し
ます。公立高校入試まで計画的に補習を行います。先生方
の「子どもたちの学力向上のために」という熱い熱意を強
く感じることです。手前みそではございますが，本校の先
生方の取組が子どもたちの姿(冒頭の日記)に現れている
かと思います。本校の先生方に大きな拍手を送りたいと
思います。(公開の校長挨拶でも話しました。） 
 12月は，子どもたちにとっては，学力向上月間でもあ
ります。体調を整えて，自分の力が十分発揮できるように，
保護者の方々の御理解と御支援よろしくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 三京分校で毎年恒例となっている
フラワーアレンジメント教室を，学
習発表会の前日(11月4日)に開催し
ました。今回も平土野のジャスミン

さんに講師をお願いして，家庭教育
学級も兼ねて11名で創作しました。
コロナウイルス感染症のため，花の
用意が難しい中ではありましたが， 
５種類の花を用いて，参加者それぞれが工夫して「花かご」を
創り上げました。学習発表会にも展示することができました。 
 
 
 11月 13日（土）に今年度２回目

となる避難訓練を実施しました。前
回は不審者対応訓練，今回は災害を
想定した内容でした。当日は徳之島
消防組合天城分遣所の４名の所員
の方々を講師として招きました。あ
いにくの雨天ではありましたが，避
難も短時間で移動することができ， 
その後の水消火器を使った訓練まで集中して行うことができ
ました。習ったことを覚えておきましょう。 
 

 
 11月 16日(火)に南日本新聞社の
読書センターで副部長されている
SS先生をお招きし，「よむのび教室」
を開催しました。この教室は，先日，
ＨＡさんの作品が南日本新聞に掲
載されたことをきっかけに，ＳＳさ
んから連絡をいただき実施するこ
とになりました。教室を通して，「興 
味のある記事から読んでほしい。」，「活字を読むことを通し
て多くのことを知ってほしい。」ということを伝えていただき
ました。常に近くにある新聞ですので，どんどん読んで，知識
を広げてほしいです。 

 

 

11 月 10 日（火）生徒会改選
を実施し，その結果を受け，19
日（木）に生徒会引継式を実施
しました。これまでの１年間，
３年生のＭＹさんを中心に，各
専門部活動を充実させてきまし
た。これから新生徒会が始動し
ます。旧生徒会の仕事内 

容だけでなく，思いも引継ぎ，更に盛り上げてくれると
思います。皆さんの成長に期待しています！ 

新生徒会長：ＭＴさん 新副会長：ＹＨさん 
学習文化部長：ＢＫさん   保体生活部長：ＡＨさん 
 
 

 今年度も小学生が伝統芸能・
三味線学習に計画的に取り組ん
でいます。この学習では，西阿
木名民謡保存会の方々から阿木
名風土記・田植え唄などを，中
水勝久先生から三味線・島唄を
教えていただいています。今年
度から学習を始めた児童も，行 
事での演奏や踊りを目標に練習を重ね，上達しました。 
 
 

11月 17日（水）に今年度２回

目の避難訓練を実施しました。

今回は地震の後に用務員室より

火災が発生することを想定した

訓練でした。今回も徳之島消防

組合天城分遣所の４名の方々が 

来られ，避難訓練の状況への指導及び災害時の対応に

ついて教えてくださいました。また，実際に水消火器

を使った消火訓練を行い，消火器を使う際のポイント

「ピ・ノ・キ・オ」も学びました。訓練終了後には，

消防車や救急車の見学もすることができました。 

（三京）フラワーアレンジメント教室を実施しました！ （西中）新生徒会役員改選・引継式を実施しました！ 

（西小）伝統芸能・三味線学習で上達しています！ 

（三京）地震・火災・津波避難訓練を実施しました！ 

（三京）新聞の活用について教えてもらいました！ 
（幼小中）地震・火災・津波避難訓練を実施しました！ 

「児童の日記より」  題名『社会科』 ５年 ＳＫ 

 今日，社会科が１時間目にあった。おもに輸入品の相手国
を調べたり，輸入量と国内生産の割合について調べたりし
て輸入のことについてくわしくなったのでうれしかった。
そのほかにも，日本が石油をためていて（備蓄していて）最
近，石油を放出することを初めて知ったから，もっと日本の
ことについて知りたいと思った。 

「人権」について考えよう！ 

12月 10日    世界人権デー 

12月 10～16日  北朝鮮人権侵害問題啓発週間 

※ この機会に「人権」について家庭でも話題にしましょう。 



 

 

 

 11月９日（火）に令和２・

３年度に本校にて取り組ん

できた「小中連携」に関する

公開研究会を開催しまし

た。当日は，島内から約 40

名の教職員を招き，小５・６

年：社会，中１～３年：総合

的な学習の時間の授業公開

と授業研究を行いました。 

この日のために，１年半

にわたって準備をしてきて

おり，その集大成とも言え

る公開研究会でした。 

13 時 40 分の受付開始前

には，すでに多くの先生方

が来校されました。また，来

賓の方 （々Ｓ委員，Ｈ委員，

久委員，Ｍ主事，Ｙ区長，Ｋ

Ｋさん，ＭＫさん）も御参加

いただきました。 

13 時 50 分から開会行事

が行われ，Ｓ教育委員に御

挨拶をいただき，その後，阪

本教諭による「研究発表」を

行いました。 

14 時 25 分から小中学校

に分かれて授業を公開しま

した。児童生徒は，普段は

広々とした教室で授業をし

ており，この日は多くの先

生方が教室（教室に入れな

い方々は廊下より）に入ら 

れ，いつも以上に緊張感の漂う中，

各授業が進みました。時間が経つに

つれ，少しずつ雰囲気に慣れたの

か，いつも通りの元気が戻り，楽し

そうに授業に取り組んでいました。 

授業を終え 15時 30分より授業研

究を行いました。初めに研究発表に

関する質疑応答が行われ，その後，

各部会に分かれて分科会を行いま

した。小学部会は岡前小学校のＷ教

頭先生，中学校部会は天城中学校の

Ｎ教頭先生に司会をしていただき，

短い時間ではありましたが，熱心な

意見交換が行われました。 

16 時 20 分から天城町教育委員会

のＭ指導主事による指導講話があ

り，最後に学校長より挨拶があり公

開研究会の日程を無事に終えるこ

とができました。 

こうして終えた町指定の公開研
究会を実施するにあたり，これまで
時間をかけて研究してきた内容を，
一人でも多くの教職員の方々に伝
え，この徳之島島内の子どもたちに
少しでも還元してもらえるように，
職員全員で考えて準備をしてきま
した。まだまだ研究途中ではありま
したが，これまでの研究の成果を発
信することができたと思います。 
本校は，これからも継続研究をか

さね，目の前の子どもたちの成長を
願い，更に力を付けていきたいと思
います。 
最後に，今回の研究公開に際し，

御参加・御指導・御協力いただいた
多くの先生方，公開研究会当日，役
員として受付や駐車場，案内係を手
伝っていただいた保護者の皆様，本
当にありがとうございました。今後
とも本校教育活動への御協力，よろ
しくお願いいたします。 

                   ※ 現段階の予定 

                    です。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

※ 現段階の予定 
                     です。 
 

１日（水）（西小中・幼）移動図書（ユイの里号） 
２日（木）（西小）伝統民謡 
     （西小中・三京）ロードレース大会試走 
３日（金）（西小中）授業参観，学級 PTA，面談 
４日（土）人権週間（～10日） 
７日（火）（西小）人権教室 
９日（木）（西小）クラブ活動 
11日（土）土曜授業，ロードレース大会 
14日（火）（三京）ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 
15日（水）（西中）ｼｮｰﾄｽﾋﾟｰﾁ弁論大会（龍郷） 
         → 嶺 ちはるさん（町代表） 
16日（木）（西小）伝統三味線 

（三京）移動図書（ユイの里号） 
家庭教育学級（ユイ結レター審査会） 

17日（金）（幼）クリスマス会 
（三京）授業参観:思いやり人権教室， 
学校評議員，全体 PTA，学級 PTA，面談 

19日（日）（西小中・三京）クリーン作戦 
子供会育成会・家庭教育学級主催「クリスマス会」予定 

22日（水）（西小）お楽しみ会 
24日（金） （西小中・三京）終業式,大掃除（給食あり） 
25日（土）冬休みスタート 
26日（日）（西小中・三京）ＰＴＡおやじの会門松作り予定 
29日（水）年末・年始休暇（～１月３日） 

（幼小中・三京）令和２・３年度 町指定研究協力校 
「小中連携」 西阿木名小中学校 公開研究会 

６日（木）町模擬テスト 
10日（月）成人の日 
11日（火）始業式,大掃除（給食あり） ※課題提出 
12日（水）（西小中・幼）移動図書（ユイの里号） 
14日（金）（三京）委員会活動 
16日（日）（西小中・三京）クリーン作戦 
17日（月）給食週間（～21日） 
18日（火）（西小中）鹿児島学習定着度調査,実力テスト 
      （三京）クラブ 
19日（水）（西小中）鹿児島学習定着度調査,実力テスト 
      （西小）代表委員会 
20日（木）（西小）クラブ 
22日（土）樟南第二高等学校入試 
      推進協議会主催「井之川岳登山」 
25日（火）（西小・三京）なわとび大会 

（西小中・三京）学校保健委員会 
（西小中・三京）町教育委員会訪問 

26日（水）（西小・三京）CRT検査 
27日（木）（西小・三京）CRT検査 
     （西小）伝統三味線 
28日（金）（三京）委員会活動 
29日（土）漢字検定（会場：防災センター） 



 


