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与論町立茶花小学校長 鶴田 幸伸

平成29年度が始まり,二ヶ月が過ぎようとして
います。本年度 t)保護者の方々をはじめ地域・町

民の皆様には, 日頃より本校教育活動に対 しご理

解 とご協力をいただき,素晴らしいスター トをき

れていることに心から感謝 しています。

今後 t)教職員一九となつて,一人一人の可能性

に目を向け,「 キラリ輝 く茶花小の子Jと して自

己実現を図れ るよ う頑張つていきたいと思いま

す。 それでは,本校の概要等を紹介∵ilし

「
す。

学校教育目標

※ 学校教育 目標を一新 しました。

※ すべての教育活動が, この教育 日標 を一人一人の子 ども

に達成するためにと,頑張っています。

2 校訓

児童数 [H2951現在] 学級数 [7]

平成31年度 -159名 ,平成32年度 157名  と少 し増える

見込みとなっています。

4 教Fel員 睛+16名 ]

※

〔言[彗拶
胃鵜酢翼獲象魯曇讃,孝燻診員,

5 具体的取組

1年 十 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計

男 15 17 フ 15 1 1 10 75

女 12 1() 16 11 20 78

言| 27 27 23 26 31 19 153

後の児童数の動向 としては,平成30年度…164名

以上,重点的な取組を紹介いた しま した。
また,今年度は次の二つのことに t)取 り組んで

います。
○ 大島地区道徳教育研修会
<期 日 :6月 13日 (火)13:50-16:40>
大島地区から100名 ほどの教員等が集まり,

道徳の教科化に向けた授業について研修 しま
す。本校教諭が, 2年, 4年, 5年の 3学級
で授業を行います。

昨年度より「ワーチャガ学校」として,教育活
動の広報,幅広い人材・郷土資源の活用等を積極
的に図つています。
最近の具体的な取組については,

与論町ホームページ【http://mハ v yorOn jp/】
> 教育委員会 > 学校の話題

をぜひご覧になつてください。
最近の話題としては,「修学旅
行J「宿泊学習」などを掲載 し
ています。
今後とt),

よろしくお願いいたします。

自分の考えをしっかりもち ,

積極的に課題の解決を図つていく子ども

○ ムヌガッタイム
自分の考えをもち,友達と交流する力を育みます。

○ 反達の発表に反応 しながら間<
頷いたり, 首をかしげたり…,上手な聞き方を育みます。

○ 家庭学習
、自分なりの課題追究を大切にする力を育みます

○ 海洋教育パイオニアスクールプログラム

本校の総合的な学習の時間等による 「ユン
ヌの海 とわた したち」に助成をいただきま し
た。身近な海の豊かさについて学習 します。

この助成の一部で,校長室横に潮だま りが
できました。子 どもたちの採つてきた生き物
が生息しています。
ぜひ,見においで
ください。

自他の生命を大切 にし,

健康 で安全な生活 を営んで いく子 ども

○ 日常的なKY丁
自ら危険を回避する力を育みます。

○「モリモリ茶花っ子カード」
メディアと上手に付き合える力を育みます。

○「チャレンジかごしま」
学級の団結力 と,体力向上を図 ります。

人や物事に対 して真 っ直 ぐに向き合い ,

あるべき姿を 目指 して進んでいく子 ども

○「先手あいさつ名前つき運動」
何より1)社会で役立つあいさつの力を育みます。

○「誠の木」
互いのよさに気づき,温かい心を広げます。

○「読書力日本一」
知識・夢・勇気…を,育みます。

校 訓「 誠  負けじ  学び 」

_″イ|



与論中・高等学校全学年2学級存続プロジェクト

〈島留学〉へのご協力のお願い
与論町教育委員会事務局長 田畑豊範

平成 27年度に立ち上げた,与論中・高等学校 2

学級存続 プ ロジ ェク トも今年 で 3年 目を迎 えま し

た。その間,全国か らの問合せが 18件 ,来島者が

8名 ,そ の内の 1名 が,お 陰様で今年度与論高等学

校に 「ふ るさと留学生J第 1号 として入学が実現 し

ま した。

離 島留学制度先進地で ある沖縄 県の久米 島町 で

は,久米島高校の園芸科の定員割れが続 き,沖縄県

教育委員会で廃科が決定 (後 に撤回)し たことをき

っかけに,久 米島高校存続 に町民が危機感 を抱 き,

4年前か ら離島留学生の募集 を始 めたそ うです。

里規制度で 2年が経過 した後,高校魅力化プロジ

ェク トに実績のある企業に依頼 し,全国募集を開始。

本格的な留学生の受け入れのため,旧病院を改築 し

寮制度 を導入。今年で 2年 目を迎え,今年度の入学

生が 12名 で,寮生は 21名 になった と新聞紙上で

紹介 していま した。与論町では,今後留学生がいな

い場合 ,下記のよ うな児童生徒の変遷になっていま

す。町 民 の皆 さん に再度 ご紹 介 し,留学 生受 け

入れ 先 と して登録 可 能 な方や 島留学 該 当者 の紹

介 (特 にお孫 さんへ の声 か け)な ど情報 をお 寄

せ いただけれ ばあ りがたいです。

(平成29年 5月 19日 現在の小中学生の児童生徒数 )

小学校 中学校

1年 2年 3年 4年 5を
「

6左F 1年 2年 3年

51 次
り

ｂ^ ｂ^ ｂ^ 40 49 ′
ｔ

〈募集対象〉

この制度により受け入れる留学生は次のとお

りとします。

(1)島外からふるさと留学生として与論中,与
論高等学校に入学・転入学する生徒を対象。

(2)地域の環境を理解 して就学を希望 し,かつ

保護者の了解を得ている生徒。

(3)地域活動や部活動,ボ ランティア活動等に

関心があり,将来への目標を持ち,協力 し合

い共に伸び,た くましく生きるために努力 し

ようとする意欲的な生徒。

尚,詳細についてはパンフレッ トを準備 して

あ りますので教育委員会へお問い合わせ くださ

い。島民の皆様のご理解 とご協力をよろしくお

願いします。

【着任のあいさつ】
○学務課

「参事兼指導主事 後藤友紀 J

定期人事異動で与論町教育委

員会 に赴任 しま した。 3月 まで

は,小学校 に勤務 していま した。

今 回初 めて教育行政 に携 わ るこ

とにな り,与論町 3小 1中 1高

の仝ての子 どもたちに関わ るこ

とのできる素晴 らしさと魅力 を

感 じている毎 日です。

今年度は,茶花小 (6月 )と 与論中 (2月 )に ,

島外から多くの先生方をお招きして研修会を開き

ます。与論の魅力を発信できるよい機会です。 こ

れからも,子 どもたちへの応援 よろしくお願い致

します。

〇生涯学習課
「主幹兼係長 大馬 福徳」

4月 の人事異動 で,商 工観 光

課 よ り教育委員会生涯学習課配

属にな りま した。

本町朝戸出身で,役場 に入 つ

て 23年 目にな りますが,耕地

課 5年・建設課 1年・商工観 光

課 16年 で,今回初 めて教育行

政に携わることになりました。     1 ,
主に,多 目的運動広場建設関連 と社会教育・生

涯学習に関することを担 当致 しますが,不慣れな

事ばか りで多々ご迷惑をお掛けするかもしれませ

ん。皆様方のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。

【6月 の主 な町教 委主催 行事 】

7日 (水 )第 3回定例教育委員会

10日 (士 )土曜授業

スポーツ少年団交歓大会 (水泳 )

11日 (日 )与論高等学校体育祭

13日 (火 )大 島地区道徳教育研修会 (茶花小 )

子ども会育成連絡協議会理事会

18日 (日 )町民一斉清掃の日

与論島クリーン作戦夏

20日 (火 )ス クールカウンセラー来島

大島養護学校巡回相談

21日 (水 )大島地区文化協会総会

23日 (金)町民読書の日


