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令和４年度のスタートにあたって 

校長 福 留 憲 一 

 令和４年４月６日（水）の新任式・始業式・入学式から，令和４年度が本格的にスタ

ートいたしました。 

 ３月２４日（木）に卒業生を送り出し，少し寂しい感じが漂う学校に，また，元気な

子どもたちの声が響き渡るようになりました。１２５名の新一年生と１２名の転入児

童があり，今年度の国分小学校の全児童数は，８０９名となりました。また，職員も

定期人事異動で，１９名の入れ替わりがあり，総勢６７名の職員体制で今年度も“国分小”の教育を担っ

てまいります。 

 ところで，国分小学校にとっては，今年度は創立１４８年目にあた

ります。このように長い歴史のある学校の経営を担うことに幾分かの

緊張感があります。校訓「あかるく つよく やさしく」，学校教育

目標「胸を張って堂々と生きる」のめあてのもと，職員一同，全力で

取り組んでまいります。 

 始業式では，子どもたちに，国分っ子チャレンジのように「目標を持つことの大切さ」を訴えるととも

に，学校教育目標である「胸を張って堂々と生きる」についてお話しました。 

 この「胸を張って堂々と生きる」をもう少し具体的にお伝えすると，①自分の考えをしっかり持

つような強い心を持つこと，②人や物事に対して優しくできること，③自分やほかの人の命を大切

にして，明るく生活することなどが考えられます。このことは，校訓の

「あかるく」「つよく」「やさしく」を具現化することにもつながるも

のと考えています。 

 学校生活の中で，この「胸を張って堂々と生きる」を，５・６年生の

上級生を中心に，しっかりと取り組んでいかせたいと思っています。 

 初めてですので，少し紙面をお借りして自己紹介をさせてください。 

「初めまして，福留憲一と申します。今回の異動で鶴田幸伸校長先生の後任として鹿屋市立串良小学校か

らまいりました。これまでの勤務地は，大崎町，川内市，鶴田町，屋久町（教委），高尾野町（教委），

大口市（教頭），奄美市（教頭），志布志市（教委），指宿市（校長），鹿屋市（校長）になります。今

年，５９歳になります。国分小の子どもたちのために精一杯頑張りますので，どうぞよろしくお願いいた

します。」（出身地：鹿児島市紫原） 

※ その他 
 部活歴…鼓笛隊（小学生），野球部（中学生），ヨット部（高校生），ユースホステルサークル（大学） 
 指導歴…ソフトボール少年団，水泳少年団，サッカー少年団，ミニバスケット少年団 

 趣味等…カラオケ，ギター，カヌー，スポーツ観戦など。最近は年齢とともに体の動きが悪くなっているのが

現状です。（自粛生活も追い打ちを…。） 
 

〈学校教育目標〉 

胸を張って 

   堂々と生きる 

歴史を感じさせる「朱門（あかもん）」 

６年生による朝のボランティア 



総勢６７名の職員で子どもたちの健やかな成長をサポートします。１年間，どうぞよろ
しくお願いします。 (特別支援学級：別掲)

学 級 児童数 担 任 名 学 級 児童数 担 任 名 学 級 児童数 担 任 名

１年１組 ２９ 東條 雅恵 ４年１組 ３１ 冠満 直美 ６年５組 ３３ 前野孝一郎

１年２組 ２８ 向江村朋子 ４年２組 ３２ 原口 智代 はばたき１組 ６ 前畑なおみ

１年３組 ２８ 楠見 和也 ４年３組 ３０ 前里 綾子 はばたき２組 ６ 久保 結可

１年４組 ２９ 坂田 好子 ４年４組 ３１ 門松 大介 はばたき３組 ５ 中吉幸一郎

２年１組 ２７ 田中 智代 ５年１組 ３１ 福山 剛 はばたき４組 ５ 西田 純子

２年２組 ２７ 八木 紀香 ５年２組 ３０ 山中 瑛野 はばたき５組 ７ 久保 祐子

２年３組 ２７ 久永 浩幸 ５年３組 ３１ 畑 康代 かがやき１組 ７ 村江ゆかり

２年４組 ２６ 仮屋 朋子 ５年４組 ３１ 福永 由朋 かがやき２組 ５ 大窪 祐二

３年１組 ２８ 中馬 勇作 ６年１組 ３３ 有田 千明 かがやき３組 ６ 迫田真貴子

３年２組 ２８ 宇都亜利紗 ６年２組 ３２ 野村 剛省 かがやき４組 ６ 鮎川 祐二

３年３組 ２９ 池平 昌代 ６年３組 ３３ 下園 紗希 かがやき５組 ６ 坂元 真希

３年４組 ２８ 中島真奈美 ６年４組 ３２ 重 有紀 かがやき６組 ６ 野崎佳代子

担 当 氏 名 担 当 氏 名 担 当 氏 名 担 当 氏 名

校 長 福留 憲一 社会等専科 福田 弥彦 司 書 長井 了子 給食調理員 豊岡 有里

教 頭 芝 隆志 指導教員 東 浩一 特別支援教育支援員 松田 直子 給食調理員 髙野 直美

教 頭 奥 貴浩 養護教諭 大宮路めぐみ 特別支援教育支援員 重信加奈子 給食調理員 福重 美里

理科専科 吉田 浩也 栄養教諭 上ノ町佳代 特別支援教育支援員 入来 文子 給食調理員 秋峯 愛

理科専科 床並 竜児 専 門 員 石田 英雄 特別支援教育支援員 中野ひとみ 給食調理員 加世田江津子

音楽専科 田畑みどり 事務主査 山﨑 浩平 特別支援教育支援員 池田 優子 ＰＴＡ事務 中濵江利美

書写等専科 村上 順子 教育業務支援員 松永 志帆 給食調理員 木場 道子 ＡＥＡ 鳥丸 愛子

書写等専科 松岡みゆき 学校主事 前田 美幸 給食調理員 茶園まり子

４月６日（水）に１２５名の入学式がありました。式では，来賓の
祝福の言葉に応じ，元気よくお礼の言葉を述べていました。友達をた
くさん作って，毎日，楽しい学校生活を送ってほしいです。

●よろしくおねがいします

●５･６月の主な行事予定

新型コロナウイルスの感染状況等により，
行事の変更もあります。学校の一斉メール等
の確認をお願いします。

●入学式～元気いっぱい１年生～

＜５月＞
６日(金) 一日遠足(1～4年)体験学習(6年)
10日(火) 家庭訪問

(名波１･２･３，夕日ヶ丘・鐘突，東上)
12日(木) 家庭訪問

(名波１･２･３，夕日ヶ丘・鐘突，東上)
14日(土) 土曜授業
20日(金) 家庭訪問(東中下，車田，唐仁・四方田)

避難訓練(地震)
市ＰＴＡ連絡協議会総会

27日(金) 家庭訪問(東中下，車田，唐仁・四方田)

＜６月＞
１日(水) プール開き

宿泊学習(5年)～6/2
３日(金) 宿泊学習休養措置日
10日(金) 家庭訪問(宇都・城山，西上，西下・駅前，

川跡，校区外)
11日(土) 土曜授業
13日(月) 校内人権週間～6/20
14日(火) 家庭訪問(宇都・城山，西上，西下・駅前，

川跡，校区外)
16日(木) トークタイム～7/1
17日(金) 不審者対応避難訓練
23日(木) 学校保健委員会
27日(月) 水泳学習自由参観週間～7/1
28日(火) 学級ＰＴＡ


