
 

学校だより 

８月号 

喜界町立早町小学校 

令和３年８月２４日 

 

試練は，乗り越えられる人にしか与えられない 
校長 長田 正浩  

 

全国的に新型コロナウイルスが猛威を振るっています。そして私たちの喜界島でも，８月の

中頃から新型コロナウイルスへの感染が爆発的に拡大しています。      

町からの感染等に関する情報の中で，とても心が痛かったのが，感染した人・感染した人の

家族・濃厚接触等への誹謗中傷があるということです。いつ，だれが感染しても不思議ではな

い状況の昨今，感染した人やその家族はどんなにつらい思いをされていることでしょう。考え

ただけでも胸が張り裂けそうです。一日も早い回復を願い，応援する雰囲気をみんなでつくっ

ていけたらと思います。 

 また，お互いに引き続き，手洗い・うがい，マスクの着用，不要不急の外出を控える，三密

を避けるなど，感染予防策を継続していきましょう。 

 ２０代の頃，公私ともにとてもつらい時期に「長田さん，試練は，乗り越えられる人にしか

与えられないんだよ。」と先輩から励まされた言葉が，今でも心に残っています。新型コロナ

ウイルスというとても大きな試練が私たちに与えられていますが，島の誇りの一つである先人

から受け継がれているユイの心（助け合いの心）で，この難局を乗り越えていきましょう。 

 結びになりますが，感染された方々の一日も早い回復を願っています。  

 

〈行事等変更のお知らせ〉 

 早町小学校では，新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために，夏休みの児童による花への水

かけや８／２０（金）の出校日を中止にするなど，感染予防対策を行っているところです。 

また，大勢が集まる行事の中止や延期などを検討しています。とりあえず８月後半から９月

の主な行事等の変更等についてお知らせします。御理解と御協力をお願いします。現在のとこ

ろ２学期のスタートは，計画通り９月１日（水）からの予定です。（始業式は，校内放送で実

施予定）。  

 

〈８月の主な行事等変更〉 

○８／１９（木）ＰＴＡ役員会・８／２７（金）ＰＴＡ評議委員会→中止  

○８／２０（金）出校日，運動会運営委員会→中止 

○８／２９（日）ＰＴＡ愛校作業→中止 

〈９月の主な行事等変更〉 

○９／ １（水）２学期スタート。午前授業：給食あり。始業式（放送）  

○９／ ９（木）授業参観，学級ＰＴＡ，家庭教育学級→中止 

○９／２６（日）運動会 

         ※ 規模を縮小して，児童種目のみで，午前中開催予定 

○９／２８（火）～１０／１（金）修学旅行→３学期へ延期 

                 ※ 修学旅行は，６年生のみ奄美大島へ１泊２日で検討中 

                 （５年生は，来年度へ延期） 

  ※ 状況によっては再度変更がある場合もありますので，御了承ください。 

   ※ 創立１０周年記念事業は，来年度へすべて移行します。 

【夏休み課題帳の丸付け中】 



 

 

  
  １日(水) 登校指導の朝PTA 始業式  

２日(木) 校時B  

３日(金) 運動会全体，校時B 練習①   

７日(火) 運動会全体練習② 

日８ (水) 活動クラブ  

１０日(金) 運動会全体練習③，耳鼻科検診 

日１１ (土) 土曜授業 

１４日(火) 運動会全体練習④ 

１５日(水) PTA 朝の登校指導，下学年移動図書 

日１７ (金) 運動会予行，上学年移動図書  

日１８ (土) やる気塾  

日２０ (月) （祝）敬老の日  

２１日(火) 運動会全体練習⑤ 

２２日(水) 運動会会場準備 

２３日(木) （祝）秋分の日 

２６日(日) 早町小学校運動会 

２７日(月) 運動会振替休日 

 

 

 

 ７/２０（火），１学期終業式を行いました。台風６号が

接近している中，この日も全児童が登校しました。３年生

と６年生の児童が代表挨拶を行いました。１学期の反省と

夏休みの目標を暗唱して堂々と言えました。 

つぎに，学校長からは，昨年度に引き続き１学期の振り

返りと夏休みに守ることとして，「①命を大切にする。②夏

休みの宿題を終わらせる。③手伝いをする。」とありました。２年生以上の児童の中に

は，１年前の話の内容を覚えている子もいました。 

その後，生徒指導担当の原田教諭から，夏休みを安全に過ごすために，３つの車の

話がありました。「消防車」「パトカー」「救急車」にお世話にならないという内容でし

た。式の最後に久しぶりに全校児童で校歌を口ずさみました。（この当時は町内では新

型コロナウイルス感染症が確認されていませんでし

た。） 

残り数日の夏休みとなりましたが，夏休みは普段の学

校での学習とは違う様々な「学び」ができる期間です。

多くの「学び」によって成長した笑顔いっぱいの始業式

を期待しています。 

 



 

 

 
 

７/１６（金），町内の特別支援学級に在籍する児童生徒が

交流する『３校交流学習』が喜界小学校でありました。 

今回は，中学生による企画で割りばしを使ったマジックハ

ンドを行いました。例年は，本校に大型扇風機があるため，

１学期に早町小学校の体育館で行っていましたが，今年度

は，喜界小学校も大型扇風機を購入したそうで，時期を入れ替えて行いました。参加

した３人にとって交流学習がとても楽しかったようで，帰校後もいつも以上に笑顔が

見られました。 

 

 

 

７/１５（木），４年生が学級園にて栽培しているサ

クナー（長命草）の収穫を行いました。喜界島薬草園の

濵田さんが御指導に来てくださいました。また，かけ

っこクラブの指導者としてお世話になっている平さん

が，看板を作って来てくださいました。この看板は，阿

伝の薬草園に設置しています。子供たちから「学校用

にも看板を作って欲しい。」と声が上がりました。平さんにお願いしたところ，作製を

快諾してくださいました。学校用の看板も楽しみです。 

 

 

  

 

７/１７（土），４年生学級 PTA のレクリエーションが

ありました。サンゴ礁科学研究所の協力を頂き，小野津海

水浴場にて親子でサンゴの学習を行いました。駒越先生の

説明を聞いた後，救命胴衣を

着用し，海に入りシュノーケ

リングをしながらサンゴの観

察を行いました。その後，砂

浜でスイカ割を行いました。右の写真は，見事にスイカ

を割った決定的瞬間です。子供たちの思い出に残る楽し

いレクリエーションになったようです。 

 
 

 



 

 

令和３年度ジュニアバドミントン大会 

Ｃ級シングルス 優勝 ６年 杉俣 克磨 

Ｃ級シングルス ２位 ６年 樋口 かのん 

C 級シングルス ３位 ６年 森田 瀬里南 

Ｃ級ダブルス  ３位 ５年 樋口 かのん 松山 愛 

小学生の部 シングルス 優勝 勝岡 結菜 

小学生の部 シングルス ２位 大塚 翔生 

小学生の部 ダブルス  ３位 浜田 凉輔 大塚 翔生 

 

第 38 回大島地区「歯と口の健康週間」小学生図画・ポスターコンクール 

佳作 １年 有馬 蒼志 操 洋人 

2 年 三島 大洋 吉内 小夏 

3 年 有馬 慶郷 吉田 光那 

5 年 荒本 紗  川村 結愛 

 

 

 

 １学期末に行いました，学校評価のアンケートへの御協力ありがとうございました。

今年度から Web 入力にしました。学校評価（職員による評価，児童アンケート，保護

者アンケート）の中で，今後の充実が期待される項目を中心に，改善していきます。 

「職員による評価」の評価項目 
4：十分 3：概ね 

十分 

2：あと 

一歩 

1：不十分 平 均 

町の共通実践事項を石式，基本的内容を身に付けさせる指導を徹底しているか。 9％ 55％ 36％ 0％ 2.7 
  「活用する力」，「主体的・対話的で深い学び」の充実を図っているか。 9％ 36％ 55％ 0％ 2.5 
教科体育の充実を図るとともに体力つくりを促進しているか。 13％ 63％ 25％ 0％ 2.9 
給食指導や食に関する指導の充実に努めているか。 9％ 82％ 0％ 9％ 2.9 

「保護者アンケート」の評価項目 
4：いつも 3：だい 

たい 

2：あまり 1：ぜん 

ぜん 

平 均 

「家族といっしょにがんばるカード」を活用し，ふれあいを大切にしているか。 25％ 32％ 18％ 25％ 2.6 
子どもの家庭学習の習慣づくりに努めている。（学習の場・時間等の確保） 30％ 57% 12% 0％ 3.2 
テスト結果などを確認したり，家庭学習のサインをしたりしている。 39% 46% 15% 0％ 3.2 
子どもたちは，家庭や地域で元気なあいさつや返事できる。 41% 39% 20% 0％ 3.2 

「児童アンケート」の評価項目 
4：大変 

よい 

3：やや 

よい 

2：やや 

不十分 

1：不十分 平 均 

 友だちの意見と自分の意見をくらべながら聞くことができる。 30％ 50％ 17％ 3％ 3.2 
 「ハ・チ・ツ・ボ・ア・カ・ネ」がしっかりできているか。 32％ 58％ 10％ 0％ 3.2 
 家の人は，宅習などを見てくれるか。 54％ 26％ 8％ 12％ 3.2 
家の人は，遊んだり運動したりしてくれるか。 29％ 42％ 17％ 12％ 2.9 

 

 

評価を基に，職員で話し合い改善できる事項は早速，取組んでいます。他の事項も，２学期以

降改善策を実践していきます。「保護者アンケート」の評価項目も２学期以降改善されるようご協

力よろしくお願いします。 


