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家族の時間を大切にする冬休みに！！ 

校長  永田 昇  

新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応に今

年度も明け暮れた２学期が、本格的な寒さの訪れ

とともに終わろうとしています。いつまで続くの

かという先を見通せない不安とストレスの日々で

したが、「とにかく学校生活を楽しんでおいで」と

いう保護者の皆様の後押しを受けて、子供たちは

毎日元気に登校し、何とか無事に終業式を迎える

ことができそうです。この２学期は，「できる限り

の対策を講じて，やれることをやる」の方針のも

と、教育活動を推進してきました。昨年同様，運

動会を簡略化し、参加者を限定した県民週間での

授業参観、内容を変更して実施した修学旅行、そ

してようやく１２月になって例年通りの実施がで

きた持久走大会、学級ＰＴＡ。対策を講じたとは

いえ、県内の感染者が急増し，子供の感染の知ら

せが届く状況にもかかわらず、本校は学級閉鎖等

もありませんでした。そこにあったのは、保護者、

職員等子供たちに関わる大人の「子供たちの学び

の場を守る」 との一念があったからに他なりませ

ん。すべての皆様の思いと対応に心から感謝申し

上げます。 

さあ、冬休みです。夏休み同様、旅行や帰省等

が制限されることにはなりますが、元々冬休みは

家族中心で過ごし、家族の時間を大切にする休み

です。外へ出かけられないことを逆に好機と考え、

新年を迎えるための大掃除やおせち料理作りなど、

年末年始ならではの活動に親子で会話を楽しみな

がら取り組み、家族の絆を育んでいただきたいと

思います。コロナ禍の状況が続く中、間もなく令

和５年がやってきます。今年も不安や閉塞感とと

もに迎える新年ではありますが、それでも希望を

もち、その時その時の状況に機敏に、そして柔軟

に対応しながら、自他のよさを認め合い共に成長

する『キラリ輝く入来っ子』の育成に全力を傾注

していこうと思います。 来る新年が、入来小に関

わるすべての皆様にとって、すばらしい１年であ

りますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月後半～1月の行事予定 

≪ＰＴＡ事業部からのお知らせ≫ 
１／２９（日）に旧入来小校区と旧大馬越小校

区のリサイクル活動を行います。御協力をお願い
します。詳細は，別紙にてお知らせします。 

日  曜 行 事 予 定 

23 金 終業式 

24 土 冬休み（～1月 9日） 

1／10 火 始業式 

13 金 避難訓練 

16 月 総務委員会 

17 火 鹿児島学習定着度調査（５年） 

18 水 鹿児島学習定着度調査（５年） 

24 火 
心の教育の日 授業参観 

学級ＰＴＡ 

26 木 小３合同社会科見学 

27 金 
おじゃはんか（読み聞かせ） 
小６中１交流学習（中学校入学説明会） 

ご声援いただき 
ありがとうございました。 

お茶とのふれあい事業 11月 24日 

えび・かに放流 11月 14日 

  舟越橋下の後川内川で，えび・かに放流を
行いました。手長えびや山太郎がになどを放
流しました。地域の環境保全や郷土愛の心に
つなげてくれればと願います。 

平佐西小学校４年生のみなさんへガイドを
行いました。限られた時間の中でしたが、学
習したことを伝えました。 

ジュニア歴史ガイド 11月 11日 

フラワーアレンジメント教室 12月 1日 

川内フラワーさんを講師にお招きし，フラ
ワーアレンジメント教室を実施しました。一
人一人の個性があふれる作品が出来上がりま
した。 

校内持久走大会 12月 10日 

1年   4分 51秒    5分 23秒 
2年   4分 27秒    4分 49秒 
3年   5分 25秒    4分 28秒○新 
4年   5分 06秒     5分 47秒 
5年   6分 29秒    7分 22秒 
6年   6分 20秒    6分 27秒 
 

１ 規則正しい生活を送りましょう。 
 ※ 朝 10時までは家で勉強し，友達の家には 

行かないようにしましょう。 
 

２ 家族の一員として，大掃除や家事の手伝い， 
身の回りの整理に取り組みましょう。 
 

３ 手洗い・うがいや手指消毒等感染症予防に 
取り組みましょう。 

 ※ 体力つくりにも取り組みましょう。 
 
４ 伝統行事や冬の遊び等を楽しみましょう。 
 ※ お年玉は計画的に使い，むだ遣いしない 
  ように心がけましょう。 
 
５ 交通ルールを守り，安全に気をつけましょ 
う。 

 ※ 夕方 5時の合図までに帰りましょう。 
 
親子で冬休みのしおりを見ながら話し合い， 

充実した冬休みをお過ごしください。 
 

鹿児島県茶生産協会の方からおいしいお茶
の入れ方や使い終わったお茶の葉のおいしい
いただき方を教えていただきました。時には，
のんびり家族でおいしいお茶のひとときはど
うでしょう。 

人権集会 12月 1日 

一人一人が自分のこれまでの言動を振り返
ることで「人権」を尊重する心を高めるとと
もに相手を思いやり，仲良く協力して生活で
きることをねらいに毎年実施しています。 
学年の代表が、人権作文を発表し、全校で

レクリエーションを行いました。６年生が下
級生と笑顔でじゃんけんする姿は，とてもほ
ほえましい光景でした。 



 
「人権集会」での児童の作文 

 

 
「人権目標」  ５年   

 
 わたしは、「だれとでも平等に接する」という人権のめあてを立てて
います。２学期は、いつもいっしょにいる友だちだけでなく、だれに
対しても相手の気持ちを考えて話したり行動したりすることができま
した。「今のはだいじょうぶかな。」となやんでしまうこともありまし
たが、今、こうして、みんなで明るく笑って過ごすことができて、と
てもうれしいです。わたしは、道徳の授業で、一人一人が育ったかん
境や考え方はちがうことは当たり前で、そんちょうすることが大切だ
と思いました。最近は、授業中に、自分とちがう考えや意見が出たと
きに受け入れることも、人権を守ることの一つだと思います。これか
らも、一人一人との関わりを大切にして過ごしたいです。 

寒さが日毎に増し、冬の陽だまりがことのほか暖かく感じられるよう

になりました。今年のクリスマスイルミネーションを眺めていると、感

染症対策など様々な困難と向き合い、時には模索しながら頑張ってきた

人たちを、労い励ましてくれるような気がしています。 

本年も、ご協力いただきありがとうございました。よいお年をお迎え

ください。 

 
 

 
「人権目標」  ４年  

 
 わたしの人けんの目標は、「友だちとなかよくする」です。これまで
をふりかえると、いけんがあわなくてトラブルになることがあったけ
ど、話し合って、かいけつして、なかよくすることができました。 
 今は、学校でいろいろな学年の友だちと話したり、なかよく遊んだ
りできているのでうれしいです。これからもなかよくすごしたいと思
います。 

 
「あいさつ」  １年   

 
 あさ、学校にきて、きょうしつに入るとき、大きなこえで、 
「おはようございます。」 
と、いいます。すると、きょうしつにいるみんなも、 
「おはようございます。」 
と、かえしてくれます。わたしは、とてもうれしくなります。だから、
わたしも、ともだちがきたら、ともだちのほうを見て、 
「おはようございます。」 
と、大きなこえでいいます。 
 これからも、大きなこえであいさつをして、みんながえがおになる
といいです。 

 
「よいところを見つけよう」  ２年   

 
 道とくの時間に「自分のよいところ」についてみんなで考えました。
わたしのよいところは、 
１ ないている子をなぐさめる 
２ けんかをとめる 
３ 弟にやさしくしている 
４ かけ算九九を早くおぼえる 
ことだと思います。授業の最後に友だちから、わたしのよいところを
書いた紙をもらいました。それには、「字がきれい」とか「かけ算九九
も覚えるのが早い」とか書いていました。わたしはそれを読んでうれ
しくなりました。これからも友だちのよいところを見つけたいと思い
ました。そして自分でももっといいところを見つけたいと思います。 

 
「いりき小学校にきてうれしかったこと」  １年   

 
 ぼくは、１０月に入来小学校にてん入してきました。 
 いりき子どもえんでいっしょだったともだちもいたけど、とてもき
んちょうしました。 
 だけど、ひるやすみにジャングルジムであそんで、みんなでおにご
っこもしました。そのときに、きんちょうがなくなりました。いまは、
１年生みんなとともだちです。これからもいりき小のみんなとなかよ
くします。 

 
「わたしをたすけてくれた声」  ３年   

 
 持久走の練習は、朝の時間にかならずあります。朝の練習で走って
息が苦しくなり、もう走れないと思いました。その時に、 
「がんばって。」 
「走り続けて。」 
という声が聞こえて、走りきれました。いつもこの声を聞いてがんば
って走りきれています。だから、本番の持久走大会では、練習の時の
声を思い出して、がんばって走りきりたいと思います。わたしもお友
だちに声をかけたいと思います。 

 
「分かり合うこと」  ６年   

 
 私は、道徳で「ブランコ乗りとピエロ」を読んで、分かり合う大切
さを知りました。 
 この物語の主人公「ピエロ」は、みんなのリーダーでした。そして、
半年ほど前にサーカス団員になったサムは、ブランコ乗りの名人でし
た。私は、物語を読みながら「サムは一人目立ちたがっているんだな」 
と思っていました。でも、最終的にサムは、観客を楽しませるために、
力いっぱいがんばっていることが分かりました。そのことが分かって、
サムはもっと仲間をたよってもいいんじゃないかなと感じました。 
 この物語を読んで、これからは、私も一人で行動せずに、みんなを
たよっていこうと思います。 
 友達と分かり合えると、されていやなことやうれしいことを考えて
行動することができます。私も、友達や家族と分かり合えることがで
きるようになりたいです。 

 

地域の方から，「学校で使用してください。」と雑巾

をいただきました。昨年度頂いた雑巾も掃除や感染症

予防のために使用しています。 
 


