
姶良市立柁城小学校 学校だより４月号

創立１５０周年の記念すべき年，
令和３年度スタート

校長 宮路 公貴

柁城小学校は、児童数４４９人、学級も２学級増の２０学
級で令和３年度をスタートしました。
新緑が鮮やかな４月６日、久しぶりに登校した子どもたち

を正門で迎えましたが、元気な挨拶に「これから頑張るぞ」
という気持ちが伝わってきました。

始業式では、子どもたちに「感謝」と「挑戦」の話をしました 「ありがとう」の言。
、「 」、「 」、葉が響きあう柁城小になってほしいことや 授業で発表する 廊下のごみを拾う

「靴箱の靴を揃える」など、日々の学校生活で、小さな挑戦を積み重ねてほしいこと
など、感謝の気持ちを大切にして、互いを認め合い、自ら行動できる人になってほし
いことを伝えました。

そして入学式。ピッカピッカの１年生が、晴れやかに入学してきました。感染症防
止対策を講じながらの入学式となりましたが、保護者をはじめ、ご来賓の方々にご出
席をいただき、無事開催することができました。多くの祝福を受けて入学した今年の
新入生は、６７人です。明くる日からは、上級生がサポートしながら登校する姿が誠
にほほえましく、この創立１５０周年の節目の１年を、子ども、保護者そして地域の
方々にとって意義あるいい一年にしたいと決意を新たにいたしました。
素直で明るい柁城小の子どもたちと一緒に、職員一同､精一杯頑張って参ります。

□ 「令和３年度 本校の教育の重点」

○ 安全・安心な学校
（命を守る指導の充実「交通事故防止、不審者対応、校内事故防
止、感染症予防）

○ 学力の向上
（知識・技能の確実な習得，思考力・判断力・表現力の育成、
学びに向かう力・人間性の涵養）

○ 豊かな心の育成「自己肯定感・規範意識」
（道徳教育の充実、人権教育の推進、揃えるの徹底）

○ 体力・気力の向上、健康増進
（教科体育・体力つくりの充実、疾病治療の推進、眠育の推進）

○ 特別支援教育の充実
（児童や保護者の困り感に寄り添う支援体制の確立）

○ 各種学校や保護者、地域住民等との連携の充実
（郷土教育の推進）

学校に着任して、まず校長室に掲げられた歴代校長の肖像、西郷南洲の揮毫の「敬
天愛人」の書、椋鳩十先生の作詞された校歌､創立１５０周年目の歴史､圧倒される教
育的風土の厚みを感じることでした。果たして、この大役が務まるか不安もあります
が､全力で学校経営に当たって参りますので､どうぞよろしくお願いします。
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４月６日（火）第７５回
入学式が行われ，６７名の
かわいい新１年生が入学し
ました。
新型コロナ対策のため，

座席の間隔をひろげ，出席者を１家族２名までと制限
して実施しました。新入生はとても立派な態度で式を

， 。に臨んでおり これから先の成長がとても楽しみです
わくわくドキドキの小学校生活が始まりました。勉

強も運動もいっぱいがんばり，友達をたくさんつくり
ましょう。

職 名 氏 名 前 任 校 等
校長 宮路 公貴 鹿児島市教育委員会
教諭 田原 有真 亀山小学校薩摩川内市立

教諭 永井 秀樹 武小学校(新規採用)鹿児島市立

教諭 濱川 昌一 隼人中学校(再任用)霧島市立

講師 米澤 光洋 名山小学校鹿児島市立

講師 松下加代子 柁城小学校(継続)姶良市立

講師 松元さゆり 柁城小学校(継続)姶良市立

講師 折田 健 きっずスペース２いとう耳鼻科

講師 堀田 由美子 ハピネス吉野児童クラブ
長井 眞理子 柁城小学校(継続)非常勤 姶良市立

中村 陽子 重富小学校 支援員支援員 姶良市立

学年等 氏 名 学年等 氏 名 学年等 氏 名

1 校 長 宮路 公貴 14 ５－１ 狩行 みはる 27 算数専科 米澤 光洋

2 教 頭 川南 泰志 15 ５－２ 水田 和樹 28 英語専科 福留 由美子

3 １－１ 溝江 美千代 16 ６－１ 蛯原 靖雄 29 音楽専科 長井 眞理子

4 １－２ 松元 さゆり 17 ６－２ 山下 真司 30 初任者指導 濱川 昌一

5 １－３ 田原 有真 18 たんぽぽ１ 折田 健 31 養護教諭 濱畑 千明

6 ２－１ 宮脇 和恵 19 たんぽぽ２ 有川 麻代 32 事務主査 太田 順子

7 ２－２ 堀田 由美子 20 たんぽぽ３ 佐多 美父代 33 用務員 小濱 長文

8 ２－３ 田中 祐子 21 たんぽぽ４ 有村 紅穗子 34 司書補 金城 克子

9 ３－１ 大重 友佳 22 ひまわり 枝元 哲弥 35 支援員 比良 みゆき

10 ３－２ 山崎 とも子 23 あおぞら （未定） 36 支援員 新村 千年美

11 ４－１ 荒島 弘和 24 理科専科 竹之内 康隆 37 支援員 島袋 厚子

12 ４－２ 永井 秀樹 25 指導方法改善 長 絵梨奈 38 支援員 松村 由美

13 ４－３ 松下 加代子 26 算数専科 吉松 和宏 39 支援員 中村 陽子

40 事務補 堀田 雅子

転入職員を紹介します

令和３年度の 柁城小学校

【 学級数 20】【児童数 449人】

【職員数(市費・Ｐ雇用含む)39人】

（令和３年４月８日現在）

４月の行事予定

10日(土) 土曜授業日

開級式･学級PTA(9:45-)たんぽぽ･ひまわり

12日(月) 納金日 1年給食スタート

13日(火) 納金日 知能検査

学級PTA(中 15:10-)

14日(水) 納金日 歯科健診(2･5年)

学級PTA(低 15:10-)

15日(木) 腎臓検診

避難訓練 委員会活動

16日(金) 腎臓検診 内科検診(5･6年)

交通安全教室②-④

PTA専門部会

19日(月) 家庭訪問_1

20日(火) 家庭訪問_2 聴力検査(5年)

体格測定(6･4年)

21日(水) 家庭訪問_3 新入生を迎える会

22日(木) 家庭訪問_4 聴力検査(2年)

体格測定(3･5年)

PTA総務委員会(19:00-)

23日(金) 家庭訪問_5 聴力検査(3年)

体格測定(1･2年)

26日(月) 聴力検査(1年)

27日(火) 家庭訪問(予) 歯科検診(1･4年)

28日(水) 腎臓検診(脱) 内科検診

30日(金) 歯科検診(3･6年)

PTA新旧理事会(15:30-)

5月

７日(金) 授業参観･PTA総会

８日(土) 土曜授業日 避難引渡訓練


