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校長 宮路 公貴
柁城小１５１年目がスタート

創立１５１周年

１学年ずつ進級した子
供たち。朝の登校の様子
を見ていると、新入生の
手を引いて登校する子供
たちの姿が、ほほえましく
もあり、どこか誇らしげに
も見えます。

傘を２本持って登校する子に声をかけると、
「弟が忘れて出かけたので届ける分です。」と
のこと。「美しい」家族愛が見えるようです。誰
かのために自分の責任を果たそうとする、これ
は立派な自立への第一歩となります。「校長先
生、今まで遅く来てたけど、早く起きて遅れな
いように来ると決めました。」と宣言してくれる

子もいます。進級という節目は子供たちに自信
と勇気を与えています。
さて、少し緊張気味の表情で入学式を迎え

た新入生も、先生や友だちと楽しく活動した
り、明るく元気に過ごしているようですが、ご家
庭ではいかがでしょうか。子供なりに新しい環
境に早く慣れようと、小さな心をフル稼働して
一生懸命に頑張っていることと思いますので、
どうぞ温かく見守ってください。２年生から６年
生の子供たちも、新しい学年・学級になり、「こ
れから頑張るぞ」という気持ちが、表情や朝の
あいさつの声などに生き生きと表れているよう
に感じます。

本年度は、以下のような目標を掲げ、学校経営にあたってまいります。

★明るい子供…相手を思いやりきまりを守り礼儀正しい子供

集団生活において、「きまり」を守ることは、相手意識をもち、規範意識を育てることになりま
す。今年度の一事徹底 は「揃える」です。形を整え、思慮深さを培うために「履き物を揃え
る」こと、そして、全体の中で、学びに向かう姿勢を培い、心を揃えるために「きまり、時間を守
る」ことを徹底してまいります。

★考える子供…社会の変化に対応できる確かな学力をもつ子供

学校の使命は、「確かな学力を身に付ける」ことです。そのために「わかる授業」の実践に
努めます。また、昨年度は学校図書館の総貸出冊数が、初めて10万冊を超えました。今年
度も、学びの基盤として「読書」好きな児童の育成に取り組みます。

★がんばる子供…進んで体をきたえ、健康な生活を送る子供

「かけ足・縄跳び」運動の充実、家庭と連携した「早寝・早起き・朝ごはん、歩いて登校」運
動、夜９時以降はゲームスマホを使わない「メディアダウン」、虫歯治療率８割以上に取組
み、心身共に健康な児童の育成に努めていきます。

今年度、１５１周年目を迎える柁城小の伝統と歴史にふさわしい学校にしていくために、全職員
で力を合わせ、精一杯頑張って参ります。今年度も、保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協
力をよろしくお願い申し上げます。

【学校教育目標】

【目指す子供像】

新たな時代に対応できる確かな学力を身につけ、
心豊かでたくましく生きる子供の育成



４月６日（水）第７６回
入学式が行われ，７１名の
新１年生が入学しました。
新型コロナ感染防止対策

のため，来賓や在校生の参
加は縮小しましたが，入場や退場は例年通り行い，少
しずつでもコロナ禍の前の状態に近づけて実施するこ
とができました。
新入生はとても立派な態度で式に臨んでおり，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
の小学校生活の始まりです。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
教諭 吉田 明広 志布志市立安楽小学校
教諭 前田 みどり 伊仙町立糸木名小学校
教諭 濵田 一平 大崎町立大崎小学校
教諭 赤星 郁衣 出水市立米ノ津小学校
教諭 川畑 明博 新規採用
教諭 德守 志歩 新規採用
教諭(再) 羽生 博文 霧島市立上小川小学校
教諭(再) 池邉 貴康 霧島市立富隈小学校(再任用)
講師 堂園 順正 姶良市立加治木小学校(再任用)
講師 久留 亜紀 阿久根市立鶴川内小学校(講師)
支援員 穗園 三佳 新規採用

学年等 氏 名 学年等 氏 名 学年等 氏 名

1 校 長 宮路 公貴 15 ６－１ 吉松 和宏 29 英語専科 福留 由美子

2 教 頭 川南 泰志 16 ６－２ 濵田 一平 30 初任者指導 池邉 貴康

3 １－１ 前田 みどり 17 たんぽぽ１ 蛯原 靖雄 31 養護教諭 濱畑 千明

4 １－２ 田原 有真 18 たんぽぽ２ 折田 健 32 事務主査 太田 順子

5 １－３ 久留 亜紀 19 たんぽぽ３ 佐多 美父代 33 用務員 小濱 長文

6 ２－１ 吉田 明広 20 たんぽぽ４ 南 志保 34 司書補 金城 克子

7 ２－２ 山下 真司 21 たんぽぽ５ 有川 麻代 35 支援員 島袋 厚子

8 ３－１ 狩行 みはる 22 ひまわり１ 枝元 哲弥 36 支援員 松村 由美

9 ３－２ 川畑 明博 23 ひまわり２ 堂園 順正 37 支援員 中村 陽子

10 ４－１ 荒島 弘和 24 こすもす 松元 さゆり 38 支援員 穗園 三佳

11 ４－２ 德守 志歩 25 あおぞら 羽生 博文 39 事務補 堀田 雅子

12 ５－１ 水田 和樹 26 理科専科 竹之内 康隆 音楽専科 (未定)

13 ５－２ 赤星 郁衣 27 算数専科 溝江 美千代

14 ５－３ 永井 秀樹 28 算数専科 石山 絵梨奈

令和４年度の 柁城小学校

【 学級数 22】【児童数 457人】

【職員数(市費・Ｐ雇用含む)39人】

（令和４年４月６日現在）

５月の行事予定

2日(月) 1年生を迎える会

内科健診(1年)

6日(金) 授業参観 PTA総会(書面開催)

10日(火) 交通安全教室

耳鼻科健診(4-6年)

11日(水) 集団宿泊学習(5年 -12日)

耳鼻科健診(1-3年)

12日(木) 1日遠足(1-4年)

ウォークラリー(6年)

13日(金) 5年休養措置

安全点検

14日(土) 避難･引き渡し訓練

16日(月) 夏服更衣(-10月)

租税教室(6年)

内科健診(1･4年)

17日(火) 心臓検診(1･4年)

地域の友達を知ろう

18日(水) 内科健診(3年)

クラブ活動

19日(木) 体力テスト(予備 20日)

幼保小連携研修会

22日(日) PTA奉仕作業(5･6年)

23日(月) 眼科健診(4-6年)

24日(火) 眼科健診(1-3年)

26日(木) 小中合同研修会

27日(金) 校納金引落日

29日(日) 日曜参観

30日(月) 振替休日

31日(火) プール開き(6年)

内科健診(4年)

お 願 い
柁城小と加治木高校の間の道路は、

午前７時３０分から午前８時３０分ま
では車両は進入禁止となります。安全
な登校を確保するためにも、皆様の御
理解をお願いいたします。7:30-8:30

転入職員を紹介します
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