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厳しさと 温もりと
～雪に耐え 梅花麗し（ゆきにたえ ばいかうるわし）～

校 長 藤山 洋一

６１１名の子どもたちを預かっていますと，毎日いろいろな事が起こります。大事に至る
ことさえなければ，実に変化に富み，子どもたちの個性輝く楽しい（ひやひや？）毎日です。
朝は全員の登校確認から始まり，欠席理由不明児童の安否確認，それでも確認がとれない

場合は，自宅にまで出向いて確認する教頭先生，正門はくぐったもののなぜか教室に足が向
かない子どもを促す生徒指導主任や担任の先生方，善戦むなしく教室にたどり着けなかった
子どもが今日も校長室に漂着し，心に充電をしながら教室に向かう機をうかがう。いずれに
しても，始業前１時間から奮闘する教師たちの姿には，校長としても頭が下がります。同時
に様々な思いを抱きながらも，よりよく成長したいともがき葛藤する純真な子どもの心に愛
おしさを覚えるのです。

一方，最近私は一部の子どもたちの様子に少し気掛かりなことがあります。それは，「弱さ」
です。困難回避の行動傾向というか，「心の体力」とでも言いますか，自分の思うとおりにな
らなかったり，少し嫌なことがあったりすると小さな石でさえつまずいてしまう「弱さ」で
す。
例えば，ゲームをやり過ぎたあまり宿題をさぼってしまったとき，うそやごまかしでその

場をしのいだり，あるいは友だちや先生とのやりとりの中で少しでも嫌なことがあった時，
学校を休んだりするような行動が見られるような気がします。どうやら昨今の子どもたちの
傾向として，逆境に抗い，困難に耐えるという習性が失われつつあるのではないかと感じる
のです。そして子どもを育てる側の私たち大人が，そのことに気付いていないとすれば，逆
境にこそ成長のチャンスがあることを知らなければ，そのことが最も警戒しなければならな
いことかもしれません。

そこで，大人（親や教師）が子どもと関わるときの心得として，次のような考え方に立って子
どもと向き合ってみてはどうでしょうか。
① 子どもの居場所や立場を確保する → 子どもは家を出た途端に少なからずストレスを抱
きます。しかし，そのストレスは成長のための学びに他なりません。一日に５分でもいいので，
子どもの思いを共感的に聞いてあげられる時間と場を確保する。
② 自分で考え，判断する習慣を付けさせる（意図してそのような機会や場を与える）
→ 子どもは自身の言動の善悪やあるべき姿をわかっています。したがって親の先回りや強制，
過干渉，過保護は子どもの成長を阻害する最たる要因です。

③ 学校（担任）と親と緊密な連携プレーで子どもに関わる（相互信頼・同方向性）
→ ささいなことでも気軽に相談・情報交換し合える関係が子どもを育てる。
逆境こそ成長のチャンスと理屈は理解しても，逆境に立つわが子を見守る親の心情は辛いもの

です。だから子育てって難しいのでしょうね。
「雪に耐え梅花麗し」明治維新の立て役者である西郷南州翁の言葉です。１５０年の時を経て

もなお，私たち親や教師に人を育てるという大事業の真髄を伝えてくれています。
そう言えば，今朝のテレビでお天気キャスターの依田さんが，今春の梅桜は寒波を経験してい

るので，色鮮やかに咲き誇るでしょうと言っていました。
どうでもいい情報ですが，私，朝は「グッド！モーニング」５チャンネル派です。(^_^)）

薩摩英国留学生記念館見学
６年生が薩摩英国留学生記念館を見学しました。昨年度までは

２学期に行っていましたが，今年度からは３学期に行います。こ
れは，６年生の社会の学習が，これまでは，歴史を学習した後に，
社会の仕組みを学習していたのが，今年度から社会の仕組みを学
習した後に，歴史を学習するようになったためです。
子どもたちは，密航には羽島が最適な場所だったことや，パイ

ナップルやアイスを初めて食べたこと，帰国した留学生たちがい
ろいろな分野で活躍したこを学んでいました。
子どもたちは次のような感想をもちました。

話がとても分かりやすくて，たくさん勉強できました。イギ
リスまで６５日間もかけて行ったことや留学生の内の人が東京
大学やサッポロビールを作ったということにおどろきました。
全部読み切れていないところもあるので，また行きたいなと思
いました。 有馬 蘭

私は，英国留学生記念館に行ってわかったことがたくさんあ
ります。説明してくださった方の説明がとても分かりやすく聞
き取りやすかったのでたくさんの事を学べました。一番興味深
かったのは長沢鼎さんのお話です。私とほとんど同じ年で留学
したなんてすごいなと思いました。今度は，家族と行ってみた
いです。 橋之口 ひかる

今日見学してみて，英国留学生のことについて色々学ぶこと
ができました。特に印象に残ったのは，私たちとあまり年齢の
変わらない人が外国に行っていたことです。聞いた時はとても
びっくりしました。長い間，外国に居てさみしくなかったのか
なと思いました。もっと串木野のことを知りたいです。

宇都 心晴

私は初めて薩摩英国留学生記念館を訪問しました。あまり薩摩藩の知識はありませんでし
たが，時折知っている物もありました。この記念館がすごいと思ったのは本物があることで
す。ワインやビールなど昔（70 ～ 80 年）のお酒があったりしました。薩摩について初めて
知ったことばかりだったのでいい見学でした。 神山 大和

私と同じ年位の人達が，日本のためにイギリスで勉強したのはすごいと思いました。私な
ら，どんな人がいて，どんな所かも分からない所に行こうとおもうことはないと思います。
でも 19名の人達は行きました。その勇気はすごいと思いました。帰ってきてからも，日本の
近代化に貢献して本当に尊敬します。 西川 璃乙

私は，薩摩英国留学生記念館を見学して，薩摩藩が留学することになったきっかけの生麦
事件や留学生たちは外国でどんなことを学んだのか，また，学んだことを日本でどう生かし
たのかくわしく知ることができました。留学した偉人の人達は，みんな若い人ばかりでとて
も感心し，鹿児島はすごい人達が居た所なんだなと改めて実感した素晴らしい日でした。

毎床 みお

３月行予定 令和３年度４月行事予定

１日(月）～２３日(火)Ｂ校時 ２日(金)ＰＴＡ標準服リサイクル販売
（３日(水）は通常校時） ５日(月)新１年生組み分け発表

１３日(土）土曜授業(お別れ遠足（校内)) ６日(火)新任式・始業式・入学式
２４日(水) 第７４回卒業式 ８日(木)知能検査(２・４・６年）
２５日(木）令和２年度修了式 １３日(火)交通教室
２６日(金）辞任式 １５日(木)学級ＰＴＡ，学年役員会，専門部会

２８日(水)避難訓練（火災）

※ ４月の行事はあくまでも予定です。今後，変更の場合もありますのでご了承くださ
い。



学校保健委員会（子どもの健康について）
２月１０日（水）に行われた第３回学校保健委員会では，子どもたちの体力の状況やむ

し歯の治療率，食生活について話し合われました。
体力。運動能力について

子ども達の体力・運動能力は，全体的に，「握力」や「上体起こし」が全国や県より
やや低い傾向にあります。また，どの学年も「20m シャトルラン」の結果が非常に低い
結果でした。本校は「持久力」に課題があるということです。
学校では，朝の時間や昼休み，体育の時間を利用して持久力を高めるための基礎運動

や１学期初めから「マラソンがんばりカード」の活用を積極的に行っていきたいと思い
ます。ご家庭でも，歩いて登校や外で遊ぶ時間を確保できるようにしていただければと
思います。

むし歯の治療について

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

受診者数（人） ９２ １０３ １０７ １０２ ９６ １１１ ６１１

むし歯のある人（人） ２８ ３７ ２９ ３４ ３４ ３３ １９５

Ｒ 3.1.31現在
治療済みの人（人） ２３ ２５ １３ １６ １４ １６ １０７
治療率（％） 82.1％ 67.6％ 44.8％ 47.1％ 41.2％ 48.5％ 54.9％

学校保健委員会では，むし歯は放っておいても治らないので，保
護者が意識して，早めの治療を心がけましょうということを話しま
した。
また，栄養教諭の福田先生が食生活についての話しもしてくださ

いました。丈夫な歯でよくかんで食べると次のようないいことがあ
ることを教えて下さいました。

肥満防止････「おなかいっぱい」と脳が感じて食べ過ぎを防ぐ。
味覚の発達････食べ物の味がよくわかる。しっかりかんで素材の味を味わうことができる。
言葉がはっきり････口の周りの筋肉が発達して発音がはっきりする。表情も豊かなになる。
脳の発達････あごの筋肉を動かすと結果や神経が刺激され脳の血流がよくなり脳の働きが活発になる。
歯の病気予防････だ液がたくさん出る。だ液はむし歯や歯周病を防いでくれる。
がん予防････だ液には細菌や発がん性物質を減らす働きがあると言われている。
胃腸快調････食べ物の消化を助ける成分がたくさん出て胃腸の負担が軽くなる。
全力投球････かむ力と丈夫な歯があるとここ一番で力を出したい時に食いしばって力を出せる。

ありがとうございました 入学説明会
２月１４日（日）の ２月５日（金）には新１年生の入学説明

リサイクル活動ありが 会がありました。保護者
とうございました。 に入学について説明して
今年は，感染症予防 いる間に，子どもたちは，

のため，年２回の活動 １年生教室で活動をし，
となりましたがＰＴＡ 入学に向けて胸を膨らま
事業部・補導部の皆様 せていました。
を中心に充実した活動
を行うことができまし おめでとうございます
た。ありがとうござい 青少年赤十字１００文字作文コンクール JRC 指導者協議会会長賞
ました。 ６年 平野 幸花
来年度は，いろいろ ＭΟＡ美術館児童作品展入選

な活動が計画通りにで １年 山下 碧夕
きることを願うばかり ぬり絵でドライブ気分♪薩摩藩英国留学生記念館賞
です。 １年 満留 桜華

フィルタリングの設定について
下の表は，１２月に実施したフィルタリングの設定に関する調査です。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

自分専用の携帯電話（含スマートフォン）の所持率（％） ２２％ ２６％ ２８％ ３９％ ４６％ ４６％

自分専用の携帯電話を所持 設定している ７４％ ７０％ ７６％ ８７％ ８４％ ９３％
している児童のうち，フィ
ルタリングを 設定していない ５％ １９％ １２％ １３％ １３％ ５％

わからない ２１％ １１％ １２％ ０％ ３％ ２％

携帯電話（スマートフォン含む）の所持率は，高学年になるにつれて増加しています。
これからは，インターネット等を学習で活用したり，コミュニケーションツールとして利
用したり，息抜きのために使ったりとネット社会は私たちの生活と切り離せないものにな
ってきます。
子どもたちがトラブルを避け，安心して学習等に活用す

るためにも，各家庭でフィルタリングの設定をお願いしま
す。

来年度の生徒指導の項目の一つとして，次のことを入れ
ています。

SNSとの付き合い方に関する指導
○ 携帯端末を使ってのオンラインゲームや LINE，YouTu

be 等の SNS は，基本的なルールを守るように指導を徹
底する。

【基本的なルール】
① 自分はもちろん，友人・知人の個人情報に関する書き
込みをしない。

② 人を中傷，侮辱するような情報，人を不快にする内容
を書き込まない。発信しない。

③ 著作権や肖像権に注意する。
④ オンラインで知り合った相手とは会わない。
⑤ 親子で家庭のルール（時間・場所・利用内容等）を作
り，確実に守る。

⑥ SNS に関する悩みやトラブルについては，親や先生，
専門機関に相談する。

⑦ プリペイドカード等によるゲーム内での金銭やアイテ
ム等のやりとりはしない。

○ 長時間利用による生活リズムの乱れやゲーム・SNS 依
存を予防するために，夜９時以降に携帯端末を使用しな
い。（「９時オフ」のキーワードを学校全体で共有する。）

○ 携帯端末使用に関するアンケートで実態を把握し，家庭内ルールやフィルタリン
グの設定などを家庭にも呼びかける。

左記は，各家庭に配布いたしま
した「保護者が正しく知っておき
たい４つの大切なポイント」のフ
ィルタリングの活用に関する部分
です。
進級・進学を前に，ネットに関

するフィルタリングのことやルー
ル作りについて各家庭で再度話し
合ってみてください。


