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新春に思う・・・“節”の美しさ
校長 上 田 保 明

新年を迎えられ皆様、新たな気持ちでお過ごしのことと拝察
いたします。本年もどうぞよろしくご協力をお願いします。

本校の玄関に、今年も門松が据えられました。本校職員の手
になるもので、手前みそながらなかなか立派なものです。年末
年始と玄関から出入りするたびに、門松の松竹梅の美しさを味
わっていましたが、４日の仕事始めの日に、どうしたわけか真
ん中に立つ３本の竹の美しさに感じ入りました。凛として立ち、
白い切り口と青い竹の色合いの美しさのみならず、竹の節がキ

リリと全体を引き締めていると感じ、美しく思ったのでした（私個人の好みですが）。

ちょっぴり長かった冬休み、ゆっくり過ごしながら竹の“節”について考え、日
本にはすばらしい“節”の文化があるなと改めて再確認しました。振り返れば私た
ちの生活の中に多くの“節”があります。学校には学期、学年、入学・卒業。社会
には年度、年。季節や節気（二十四節気）、成人・還暦・喜寿・米寿など、多くの節
目があります。その節ごとに私たちは目標を立て、心を新たにします。目標を立て
るためには自らの行動を振り返って反省します。この反省が新しい自分をつくり上
げる力となっていくのです。

目標は達成されることが最良ですが、弱い存在である私たちは易きに流れ、なか
なかそうはいきません。目標の修正を余儀なくされます。“節”が目標の修正を促し、
やり直しの機会であると考えると、“しきり直し”もまた“節”が後押ししてくれて
いるともいえましょう。

昨日は３学期の始業式でした。１，３，５年生の代表児童が「新年の誓い」を述
べてくれました。２学期を振り返って反省し、「姿勢を正しくする。」「二重跳びに挑
戦。」「字を丁寧に書く。漢字をがんばる。」年女である５年生の女子は、「自学（自
主学習）を頑張る。今年は卯年なので大きく飛んで、ステキな年にしたい。」と、誓
いました。それぞれ頑張りが足らなかった事柄を自分の課題として、新たな気持ち
で再挑戦しようとする強い心構えが感じられ、本校の子供たちは“節”のある生き
方を身に付けて、健やかに成長しつつあると実感し嬉しく思いました。

私も本校勤務３年目を迎えます。“節”目の３年目と考え、心新たに“ことばの教
育を柱として道徳性の涵養を図る”教育の徹底を図る年としたいと思います。ご協
力をよろしくお願いします。

豊かな人生を歩むためには、自分の行いを振り返って目標を軌道修正することの
大切さを、門松の竹の“節”から学ばされた年始めでした。
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～たくさんの子どもたちが頑張りました～

昨年の４月から、たくさんの子どもたちがコンクールや作品募集、記録会等で頑
張りすばらしい成績をあげましたので紹介します。

読書感想文 県入選 ６年 永見文音
読書感想画 県入選 １年 阿部真生子

山口市美術展覧会 特選
１年 千田陸斗 ２年 東忠和
３年 田辺玲奈、津間円花、田中允章、浜村知歩
４年 占部瑠美 ５年 窪田陽斗 ６年 内藤稜子

山口県科学作品展
入選 ４年 山田優弥 佳作 ２年 大久保甲斐 佳作 ５年 末次祐之

山口市科学作品展 特選 １年 佐藤和伸

山口県小学校通信水泳競技大会
平泳ぎ１００ｍ ６年女子 森 香子（第２位 １分３３秒５）
個人メドレー５０ｍ ６年女子 森 香子（第４位 ４０秒９）
平泳ぎ２５ｍ ５年男子 林 剛史（第５位 ２５秒７）

校内持久走大会 第１位（低学年：１０００ m、中学年：１４００ m、高学年：２０００ｍ）

１年女子：林優希乃（４分３９秒） 男子：濵川侑誠（４分１８秒）
２年女子：秋月彩子（４分７秒） 男子：米本龍聖（４分１２秒）
３年女子：城市彩那（５分４５秒） 男子：藤本稜介（５分１７秒）
４年女子：清水このみ（５分２０秒) 男子：大上優樹（新記録４分５４秒）
５年女子：権田唯菜（７分４６秒） 男子：中山優輝（７分１５秒）
６年女子：福永夏絵（新記録７分１２秒） 男子：占部玲於奈（新記録６分４５秒）

山口市小学校陸上競技会（６年） 第１位
１０００ｍ走 女子：福永夏絵（３分２４秒）、男子：占部玲於奈（３分１１秒）

小郡地区人権教育推進協議会 人権啓発標語
最優秀賞 ６年 小松梨奈 優秀賞 ６年 末永将也

アンサンブルコンテスト山口県大会（小郡小学校吹奏楽部から５チーム参加）
金管五重奏の２チームが金賞
打楽器三重奏・木管六重奏・サクソフォン三重奏は銀賞

牛乳紙パックで『遊ぶ学ぶ』コンクール２０１０（全国大会）
最優秀賞 ２年 大久保甲斐「森の木から生まれた魚」

「金子みすゞ賞」 優秀 山口県教育会長賞 ３年 熊本圭純
「ＭＯＡ児童作品展」 金賞 ４年 梶原龍一
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～１２月を振り返って～
全校漢字大会全校漢字大会全校漢字大会全校漢字大会

今年度、初めての試みで、全校漢字大会を１２月９日（木）に行いました。今ま
で各学年で取り組んできました漢字学習への子どもたちの意欲付けと基礎学力の定
着を図るために行いました。学級担任は大会をめざして、できるだけ多くの子ども
たちが少しでも漢字練習に目を向け自分自身のめあてをもって取り組めるように努
力してきました。その成果が出たのか、たくさんの子どもたちがやればできるんだ
という自信を付けたように感じました。３学期には全校計算大会を行いますので、
ご家庭でも子どもたちを励ましていただけたらと思います。

トロンボーントロンボーントロンボーントロンボーン演奏会演奏会演奏会演奏会
５月には４年生を対象に行いましたが、

１２月１４日（火）に１年生を対象に今回
もトロンボーン演奏者の小野隆洋さんをお
招きして演奏会を行いました。クリスマス
に関係した楽しい曲やみんなが歌える曲な
どを交えながらコンサートが行われました。
１年生の子どもたちは曲にのりながら手拍
子や歌を歌い楽しい雰囲気の中で、なまの
一流の音楽（演奏）にふれることができま
した。子どもたちにとって本当に思い出に
残るよい経験ができました。

～～～～おおおお 知知知知 ら せら せら せら せ～～～～
人権参観日人権参観日人権参観日人権参観日・・・・人権教育講演会人権教育講演会人権教育講演会人権教育講演会についてについてについてについて
平成２３年１月２０日（木）

授業参観 １３：４０～１４：２５ 各教室
人権教育講演会 １４：３５～１５：５０ ランチルーム(６年生も参加）

講 師 大 橋 広 宣 様
演 題 『個性を伸ばして生きる』

※ 当日の参加もできます。是非ご参加ください。

２２２２月月月月のののの参観日参観日参観日参観日・・・・１１１１～～～～５５５５年学級懇談会年学級懇談会年学級懇談会年学級懇談会についてについてについてについて
４月のＰＴＡ総会の際お知らせしていました２月の参観日等の日程が変わりまし

た。急な変更でご迷惑をおかけしますがご理解よろしくお願いいたします。
○○○○平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年２２２２月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（木木木木））））５５５５校時 参観授業 授業後学級懇談校時 参観授業 授業後学級懇談校時 参観授業 授業後学級懇談校時 参観授業 授業後学級懇談
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１１１１月月月月のののの行事予定行事予定行事予定行事予定 ２２２２月月月月のののの行事予定行事予定行事予定行事予定
日 曜 行 事 等 日 曜 行 事 等

11 火 始業式 安全点検 １ 火 全校朝会
12 水 あいさつ運動（２組） 外国語活 ２ 水 外国語活動（５年、６の２）

動（５年、６の１） ３ 木 給食集金日給食集金日給食集金日給食集金日
13 木 給食集金日給食集金日給食集金日給食集金日 ４ 金 小郡中進学説明会小郡中進学説明会小郡中進学説明会小郡中進学説明会・・・・６６６６年懇談会年懇談会年懇談会年懇談会
14 金 あいさつ運動（３組） ７ 月 クラブ活動
17 月 委員会活動 あいさつ運動（１組） ８ 火 にこにこタイム
18 火 にこにこタイム 租税教室（６年） 10 木 こころの劇場 安全点検

外国語活動（６年、５の１） 14 月 委員会活動
20 木 参観日参観日参観日参観日（（（（人権人権人権人権）））） 教育講演会教育講演会教育講演会教育講演会 15 火 外国語活動（６年、５の２）
25 火 薬物乱用防止教室（６年） 17 木 学年集金日 参観日 学級懇談会学年集金日 参観日 学級懇談会学年集金日 参観日 学級懇談会学年集金日 参観日 学級懇談会
27 木 学年集金日学年集金日学年集金日学年集金日 21 月 クラブ活動
28 金 学友区児童会 22 火 外国語活動（５年、６の３）

にこにこタイム
24 木 入学児童就学説明会入学児童就学説明会入学児童就学説明会入学児童就学説明会

こ ぼ れ 話
左に掲載しました「年賀状から思

うこと」は本校５年３組の担任が学
級だより１月号に書いたものです。
これをここで紹介したのは、多くの
教師が子どもたちに寄せる思いをよ
く表していると感じたからです。私
たちは、毎年たくさんの子どもたち
と接しているためこれまでの全ての
教え子を鮮明に覚えていることはで
きないのですが、子どもたちの近況
を知るたびに一喜一憂するのです。
ましてや今担任している子どもたち
に対しては、将来にわたって役立つ
「生きる力」をつけ、全ての子ども
が幸せに明るく生活できることを願
い毎日の教育活動に取り組んでいる
のです。昨年の１２月に「よりよい
学校づくりのための保護者アンケー
ト」を行いました。その中の記述欄
に多くの感謝の言葉がありましたが、

「教師の配慮のない言葉に子どもは傷付いている。」「教師がいじめを助長している。」
等のご意見もありました。このようなご意見につきましては、担任はもとより職員
全体でしっかり受け止め、すぐに対応し、子どもたちに教師の思いが十分に伝わる
ように改善を図っています。子どもを傷つけようとかごまかそうとかという気持ち
はみじんもないことをご理解いただき、小郡小学校を信頼していただけたらと願っ
ています。

今年も山口市の成人式の会場に行ってみました。危なっかしいところはありまし
たが、みんな生き生きしていて精一杯頑張っているなと感じ嬉しく思いました。ま
た、市民館に行く途中でアースマラソンをしている間寛平さんを見ました。黙々と
ひたむきに走る様子を見て、この小さな一歩一歩の積み重ねが地球一周マラソンを
達成することにつながっているんだと感じ目頭が熱くなりました。 （教頭 藤田）

年賀状年賀状年賀状年賀状からからからから思思思思うことうことうことうこと

「赤ちゃんが生まれました。」と写真の娘

の笑顔が飛び出しそうな年賀状、それは結

婚して毎年のように流産し、やっとつかん

だ４度目の幸せなのです。「うつ病と懸命に

闘っています。」と、もう５年間同じ文面の

年賀状。「就職決まりました。先生と同じ小

郡です。」と希望に満ちた手紙などなど。

毎年、かつての教え子からくる年賀状は、

私を幸せな気分にしてくれたり、不安でた

まらなくしてしまうものまでさまざまです。

でも、必ず「先生も元気でがんばれ！」「幸

せなおじいちゃんになれよ。」と私を気遣い

励ましてくれるのも子ども達からの年賀状

です。今年も、私の教え子たちが、いつも

幸せいっぱいであるように祈った初詣でし

た。 （５年３組学級だより）


