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「声高らかに『校歌』を歌う」ということ
― 皆様、本年もよろしくお願い申し上げます ―

校 長 藤山 洋一

大きく口を開けて，声高らかに校歌を歌うその子どもたちの姿に，私は心が震えました。
当然のことながら、新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で、昨年末開催された
本校 吹奏楽部のミニコンサートでのことです。県内でもめずらしく５番まである歌詞を見事
に歌い上げてくれたのは、３年１組（安樂奈々さん、中園スミレさん）、４年１組（井上結月
さん、森山佳音さん）４年２組（丸尾愛花さん）の５人でした。
私は、常々学校経営者として、子どもたちが自校の校歌を胸をはって堂々と歌える学校は

良い学校だと考えていました。そんな子どもたちがいる学校は必ず伸びるのです。校歌を声
高らかに堂々と歌えるということは、まさに母校への愛着と誇りの表れでありますし、その
姿に子どもたちの内面の成長を強く感じるのです。串木野小の子どもたちもまだまだ伸びる
ぞ。そんな確信とともに、子どもたちの未来の可能性に大きく期待を膨らませたのです。
一方で、教室で歌うということすら制限せざるを得なかったこの１年が、どれほど子ども

たちの心身の成長に影を落としたことか、そう考えると子どもたちに大変申し訳なく思うと
同時に、日常の当たり前がどんなに有り難いことなのかを改めてかみしめたのです。

皆様、改めて新年明けましておめでとうございます。保護者の皆様や地域の皆様には日頃
から大変お世話になっております。学校行事やＰＴＡ活動、地域活動にも何かと制限がかか
り、計画どおりに事が進まない１年ではありましたが、本年も引き続き、皆様の御理解と御
支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
さて、先般３学期始業式にあたり、子どもたちへの校長メッセージをリモートで行いまし

た。以下、保護者の皆様にもお伝えします。どうぞご家庭でもお声かけお力添えをお願いし
ます。

【今年１年、こんな串小っ子になってほしい校長先生からのメッセージ】
１ 自分自身のお勉強の仕方について考えてみよう

点数にこだわれ！１００点をとれということではない。自分なりの目標点を決めて勉強
をするということ。そのことが必ず「自律的学び」のスイッチになるはずだよ。

２ ５年生・６年生のお兄さんお姉さんたちは、今回すごく頑張ったよ。みんなも後に続け！
＜６年全国学力・学習状況調査＞ ＜５年単元別評価問題＞

本校平均 県平均 本校平均 県平均
国 語（７２．８） （７１．０） 国 語（８７．３） （６９．２）
算 数（７２．９） （７０．７） 算 数（９３．６） （７６．０）
※保護者の皆さん、結果が出たときは思い切り褒めて、やる気に火を点けてください。

３ みんな良い子だけど、これだけは残念ということがあるんだ。今年は廊下を走る子０ゼ
ロ、くつのかかとのふみつぶし０ゼロの学校にしたいね。だって心の乱れのシグナルだか
ら。

４ みんなが気持ちよく登校できる学校
一人残らず全員が気持ちよく登校できる学校って、どんな学校だろう。みんな考えてく

れませんか。（いじわる、乱暴、ゲームのやりすぎ・・・？ こんな学校いやだね・・・）
※校長先生の今年の目標達成のために、みんなの力を貸してね。とメッセージを届けました。

【３学期の始まり】
１月８日の始業式の日，新年の決意を新たにした元気一杯の子どもたちが登校し，３学期

がはじまりました。３学期の始業式での子どもたちのあいさつを紹介します。

冬休みのはんせいと３学きのもくひょう
ぼくは，冬休みに，早ね早おきがあまりできませ

んでした。おもしろいテレビがたくさんあったので，
ついついおそい時間まで，見てしまったからです。
あさは，早くおきていたので，すこし昼まがねむく
なってしまいました。年があけて，しん学きにむけ
て，早くねるようにしました。そのけっか，きょう
は，早くおきることができました。ねむくならない
ので，きょうはひさしぶりにあう友だちと，たくさ
んあそびたいです。このちょうしで，３学きも，早
ね早おきをつづけられるようにがんばりたいです。
３学きは，体力づくりをしてなわとび大会をがんばりたいです。２学きかられんしゅうを

していますが，冬休みに足をけがしてしまいました。本番までにけがをなおしたいです。そ
して，本番では，前とびを時間いっぱいとべるように，また，二じゅうとびをれんぞくで６
０回とべるようになりたいです。そのために毎日おねえちゃんとれんしゅうをがんばります。
３学きで２年３組のみんなとすごすのもさいごになります。なので，クラスのみんなとド

ッジボールをしたり，おにごっこをしたりして，たくさんの思い出を作りたいです。そして
２年生をしっかりしめくくれるようにがんばりたいです。 ２年 がたなが ゆうき

これまでのふり返りと３学期の目標
今日からいよいよ３学期が始まりました。私たち６

年生にとっては，小学校生活最後の学期となります。
そこで，この３学期を充実した素晴らしい学期にする
ために，これまでの生活をふり返り，３学期の目標を
考えてみました。
私にとって，これまでの一番の思い出は，何と言っ

ても修学旅行です。コロナの影響で県内の旅行になっ
てしまいましたが，クラスの仲間とホテルに泊まった
り，色々なところを見学して，鹿児島のよさを学んだ
りすることができました。学校生活では，最上級生と
して，１年生の給食やそうじのお手伝いをしたり，委員会活動では，５年生と分担して朝そ
うじに取り組んだりしてきました。
私の３学期の目標は，３つあります。１つ目は，成績が上がるように，勉強をがんばりた

いです。私は，国語が苦手なので，少しでもできるように，教科書を音読したり，分からな
い言葉は辞書で調べたりしていきたいです。
２つ目は，規則正しい生活に心がけたいです。コロナはもちろんですが，インフルエンザ

も流行する時期です。早寝早起きをして，手洗い・うがいにきちんと取り組みたいです。ま
た，学校のきまりをきちんと守り、下級生の手本となるような行動をしたいです。
３つ目は，友達と仲良く過ごしたいです。卒業すると，串中と西中の２つの学校に分かれ

てしまいます。だから，残り３ヶ月でもっとたくさんの思い出を作りたいです。
この３つの目標がきちんと守れるように，卒業に向かって精一杯がんばりたいです。

６年 柳田 空夢

１月行事予定 ２月行事予定

８日（金） ３学期始業式 ２日（火） 串中・西中入学説明会
９日（土） 土曜授業日 ４日（木） 串中・西中校区家庭学習強

１３日（水） 鹿児島学習定着度調査（～１４日） 調週間（～１１日）
２１日（木） ６年なわとび大会（5･6校時） ５日（金） 新入学児保護者説明会

学級 PTA（６年） ※ １～３年給食後下校
２２日（金） ３年なわとび大会(1～ 3校時) １３日（土） 土曜授業日
２５日（月） ２年なわとび大会(1～ 4校時) １４日（日） ＰＴＡリサイクル活動
２６日（火） １年なわとび大会(1～ 4校時) １８日（木） 幹事会・総務会，ＰＴＡ補導委員会
２７日（水） ４年なわとび大会(2～ 4校時) ２６日（金） 学級ＰＴＡ・家庭教育学級閉級式
２８日（木） ５年なわとび大会(2～ 4校時) ２８日（日） ＰＴＡ奉仕作業



【２学期終業式】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため，様々な行事が中止となったり例年と異なる形での

開催となったりした２学期でした。その中でも子どもたちは，様々な学習体験をし，一人一人
成長してきました。２学期の終業式での，代表の子どもたちの発表を紹介します。

２学期のふりかえりと３学期の目ひょう
長い２学期が終わりました。わたしは，この２学期にがんば

ったことが２つあります。
１つ目は運動会です。体育集会に向けて，リレーの練習をが

んばりました。走る練習やバトンのわたし方を練習しました。
さいしょは，うまくバトンをわたせなかったけど，練習を重ね
ていくうちにコツをつかんできました。本番では今までの中で
一番上手にバトンをつなぐことができました。
また，なわとびがたくさんとべるようになりました。夏休みから，二重とびやはやぶさな

どのわざにちょうせんしてきました。休み時間にも友だちとたくさん練習しています。今ま
で，はやぶさはとべたことがありませんでしたが，この前，はじめてとべました。自分がど
んどんとべるようになってきて，うれしいし，がんばってよかったなと感じます。
２つ目にがんばったことは，じゅぎょう中の発表です。１学期より，たくさん発表できる

ようになりました。とくに国語のじゅぎょうで，どんどん発表しています。今までのわたし
は，発表したいけれど，手をあげることができませんでした。なぜかというと，言いたいけ
れどゆう気が出なかったからです。でも，２学期の道とくのじゅぎょうで，ゆう気を出して
自分の考えを発表してみたら，「やってよかったな！」と気持ちよくなりました。それから他
のじゅぎょうでも発表するようになりました。
冬休みがおわったら，３学期がはじまります。わたしは，冬休みと３学期にがんばりたい

ことが２つあります。
まず，算数のじゅぎょうをがんばりたいです。わたしは，計算問題にたくさんチャレンジ

したいです。計算がはやくなれるようにがんばります。
次に，なわとび大会に向けて，もっとなわとびの練習をがんばりたいです。目ひょうはは

やぶさを５回いじょうとぶことです。冬休みの体力つくりや，休み時間にもっと練習します。
けんこうに気をつけて楽しい冬休みをすごしたいと思っています。３学期からもまたがん

ばります。 ３年 沖中 ゆい

２学期にがんばったことと３学期の目標
ぼくが２学期がんばったことは，２つあります。１つ目は，

持久走大会にむけての体力づくりです。毎日、朝早く学校に行
って，10 周走りました。今年は去年よりもきょりが長くなった
ので，ペース配分を考えながら走るようにしました。試走では，11
位でしたが，本番では 14 位でした。順位は下がりましたが，自
分の目標を達成することができました。
２つ目は，委員会活動です。毎週金曜日にあいさつきらめき

たいのたんとうをやっています。ぼくが「おはようございます。」
と言うと，みんなが元気よくあいさつをかえしてくれたのが，とてもうれしかったです。
もう少しだったところは，短縄があまりできなかったことです。
３学期は短縄で，つばめやドラゴンをとべるように毎日練習をがんばりたいです。来年は，

最上級学年になるので，下級生のお手本になりたいです。最上級学年としての自覚と責任を
もって行動できるようにがんばりたいです。 ５年 川畑 葵活

ＰＴＡ正月飾りつくり
１２月２０日にＰＴＡ主催の正月飾り販売がありました。
例年ですと，「地域の伝統文化を家族で学ぶ」，「私たちが地域の方々に

支えられていることを知り，地域に感謝する」ことのねらいとして，学
校運営協議会や町づくり協議会，高齢者クラブの方々に指導を受け，家
族で協力しながらミニ門松やしめ縄を作っていましたが，今年度は，新
型コロナウイルス感染拡大防止対策として，ミニ門松のセット販売のみ
としました。
このミニ門松のセット販売に向けて，ＰＴＡ専門部長や三役の皆様が

前日から，竹を取りに行き適当な大きさに切ったり飾りを作ったりして
くださいました。
当日は家族で訪れ，楽しそうにミニ門松のセットを選んでいました。

楽しかった宿泊学習
当初は６月に２泊３日計画していた５年生の宿泊学習を，１２月２・３日の１泊２日で実施

しました。
学校での出発式では，１組の平佑音さんが宿泊学習に向けて「みんなと楽しく協力し合う。

しっかり次のことを考えて行動する。先生の話をしっかり聞く。しっかりあいさつをする。」と
いう４つのめあてを守ることを代表の言葉として話ました。
自然の家での入所式では，２組の宮前皇汰さんが「オリエンテーリングやカヌー体験を楽し

みにしていることや，周りに言われなくても，自分で気付き考え行動できるようになり，今日
の自分よりも成長できるように精一杯頑張ります。」と代表のあいさつをしてくれました。

＜オリエンテーリング＞ ＜インナーテントの立て方講習＞ ＜食事の風景＞

＜インナーテントでの宿泊＞ ＜灯火の集い＞ ＜カヌー体験＞

退所式では２組の桑原もえさんが，「オリエンテーリングでは，仲間と協力することの大切さ
や自然の中で活動することの面白さに気付くことが，集団生活では時間を守ることの意味や必
要性を学ぶことができました。これからも時間に余裕をもって行動することを続けていこうと
思います。」と感想を述べました。
学校に到着した後の解散式では，３組の山口煌乃さんが「早く早くではなく，みんなとペー

スを合わせてみんなのことを気にしながら協力することの大切さや先生の話をしっかり聞くこ
との大切さに気付きました。また，家族や先生方、自然の家の先生方，わたしを支えてくれた
友達に感謝したいです。」と最後を締めくくってくれました。
１泊２日の宿泊学習でしたが，学校を離れ様々な体験をすることで，子どもたちは素晴らし

く成長しました。今後も，串木野小学校の高学年として，学校を引っ張っていってくれるもの
と期待しています。

交通安全キャンペーン『レター作戦』 おめでとう
いちき串木野警察署では，「子どもたちから保 １２月２４日の終業式の後，授賞式を行い

護者に向けて交通安全にかかるメッセージを発 ました。受賞者の中で，これまで紹介してい
信し，子どもを取り巻く保護者や家庭が交通事 ない子どもたちを紹介します。
故の惨禍に巻き込まれることがないように，交 ＜税に関する作品）
通事故防止を願う」取組として，子どもたちか 地区租税教育推進協議会会長賞
ら保護者へのメッセージを贈る取組をしました。 ３年 岡元 咲季
本校では，１２月９日にいちき串木野警察署 優秀賞

岡元交通課長から６年生代表へのメッセージの ３年 中屋 真子 ６年 前田 叶夢
伝達式を行いました。 ＜かわなべ青の俳句＞
各クラスでは，子どもたちが保護者に向けて 特選 １年 大囿 心花

メッセージを書き，各家庭に持ち帰りました。 ＜県理科研究記録展＞
子どもたちが交通事 入選 ３年 井手上 碧芭

故に遭わないように， ＜県図画作品展＞
また大人が事故を起こ 特選 ５年 西屋 麗愛
さないように，交通ル ＜トンボロ芸術村コンテスト＞
ールを守っていきたい 書道の部 ＫＴＳ鹿児島テレビ賞
と思います。 １年 出水 美子


