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自分が大好6i島馨たが大好al l

弔

明けまして おめ でとうご ざ います。
本年 もよろしくお願 いいたします。
令和3年が始まりました。い つもより少 し短い冬休みでしたが、子ども達はとても楽しく充実した
お休みを過ごすことができたようです。1月 了日(
木)
、新 年になって初登校日の朝、浜 郷小前の交差
点で登校指導をしていると、「おはようございます !」と、と ても気持ちの良い元気な挨拶をしてく
れました。中には、立 ち止まって 「校長先生、明 げましておめでとうございます ! !」と新年の挨拶
をしてくれる子もいました。大 変冷える朝でしたが、子 ども達のステキな挨拶のおかげで、気 持ちが
ポカポカと温まり、私 もとても良いスタートを切ることができました。
冬体み前集会と冬休み集会の最初には、今年
度、学校での教育活動や夏休み中に取り組んだ
絵・工作・習字・作文・短歌・俳句・標語等で
さまざまな賞をいただいた子ども達の表彰式
を行いました。い つもであれぱ、全 校児童の前
で行 う表 彰式 で す が 、今 年 は 放 送 室で 行 い 、才

ンラインで教室に配信しました。形 は違っていても、表 彰される子ども達には全校児童からの賞賛の
まなざしが送られていました。
その後、私 から年頭の挨拶をさせてもらいました。そ の中で2つのことを話しました。
1つ は全校児童が全員元気に冬休みを過ごしてくれたことについての喜びです。今年はいつも
休

コロナウィルス感染症のために、い ろいろな制約があったことと思います。
じいちゃんおぱあちゃんがみえるという子については、年末年始会えなかった
せん。寂 しいことだと思いますが、ます゛
は健康(
こ過ごしてほしし

う
ども達

っかりとこの願いを聞き届げてくれ、このお休みの間、だ れからも

刀の連絡は入
せんでした。このことが何より嬉しかったです。
もう1つ は一人ひとりに目標を立てて頑張ってほしいということです。令和2年度もあと3か月と
なりました。今年度の登校日数は1年生から5年生はあと50日、6年生はあと46日しかありませ
ん。このまとめとなる大切な時期を、一 人ひとりが自分の目標を持って有意義に過ごしてほしいと思
います。百メートル走をして全力疾走をするとき、ゴールテープやゴールラインを目指して走ります。
つまり、到 達地点があることで、人 はがんぱれるのだと思います。山に登る人たちもそうでしよう。
その山の頂上目指して、が んばって登るのです。で も、も し、ゴ ールラインや頂上がなくて、ひ たす
ら走ったり、登 ったりするだけなら、そ れはとても苦しいことだと思います。つ ねに、何 か目標を定
め、そ こに向かってがんぱる自分でありたいと思います。
どうかお家の方も一緒にお考えいただき、子ども達の頑張りにエールを送っていただきますようお
願いします。

ここで、冬体みに出会 った詩を紹介 します。
人 生 の 目的 は 自分 で 設 定 しよ う
無 目的 でや った成功はまぐれだ と思 うか ら
無 目的 でや った失敗 は

その体験は身につかない

自信 を失い劣等感 の原因 とな る

人に言われ た 目的 で成功 した場合

人のせ いだ と思 うか ら

人に誉われた 目的 で失敗 した場合は

喜びや満足感 が薄 い

人を恨む ように なる

自分 が設 定 した 目的 でた とえそれが小 さくて も成 功 した場合は
喜び と満 足感 にあふれ るか ら

白信 とな る

自分 が設 定 した 目的 で失敗 した場合は
それ は失敗ではなく
目的 をもつ と知 恵 がわき

生の貴重 な体験 として生か され るか ら

知識 も知恵 に変わる

宝とな る

やる気 も出て くる

自分 の目的 は祈 りと執 念で必ず達成できる
これから1年 で最 も専い時期に入 ります。昨 日も大雪によるニ ュースが報 じられていました 。子 ど
も達 には、十 分な食事と睡眠を摂 り、体 調を崩すことな く元気に過ご して ほしい と思います。保 護者
の皆様、地 域の方々も元気でお過ご し下 さい 。そして 、本 年も子ども達の見守 りと励ま しをよろしく
お願い します。

学校 は や っぱり楽 しいな あ !
楽しかった答休みも終わり、学 校が再開 しま した。 1月 了日 (木)全てのクラスを回って子ども達
の様子を見せてもらいました。冬 休みは、大 みそかや お正月など楽 しいことが たくさんあるお休みだ
ったと思いますが 、学 校で友だちと仲良 く過ごす子どもの顔は笑顔j
こ満 ちていました 。休み時間には
先生方も一緒 に、鬼 ご っこや ドッジ゛
ボールをしている姿も見 られました。授 業の中では新年の目標を
漢字一文字に表 して いるクラスもあ りま した。
「
仲間って いいな あ !学 校はや っぱ り楽 しいな あ! !」とわざわざ言葉には表さな くて も、何 でもな
いこと に笑い転 げている子ども達の様子からはこの言葉を感 じず にはいられませ んで した。
家に帰 った ら、子 ども達 に 「今日はどんな楽 しいことがあったの。」と聞いてあげて くだ さい 。

〈1 月の 行 事 予 定 〉
20 日 (
水) ウォークラリー 形式の

7日 (
木)冬休み明け集会

タウンウォッチ ング (3

8日 (
金)給食開始

21 日 (
木)PTA本部役員会

交通安全指導

゛

11日 (
月) 成人の日
15日 (
金) 6年 生HUG事 前学習 (2限 目)
及び HUG学 習 (6限 目)

交通安全指導

26日 (
火) 3年 生はま☆スタ (2限 目)
27日

(
水) タウンウォッチング予備 日

31 日 巾 ) PTA奉 仕作業

18 日 (
月) 委員会活動 (6限 目)
19 日 (
火) 4年 生はま☆スタ (2

4限 目)

3限 目)

※状況によっては中止の場合もあります。

