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今年の干支は辛丑 (かのと 。うし)の年でした。変革 しようとい う新 しいエネルギーがあ

るが、紐で縛 られていて伸びようとしても伸びることができない状態を意味 しています。
正 しく今年はそのような年でした。今年を振 り返 ります と、またもや新型 コロナウイルス

に翻弄された一年 といってもいいでしょう。工学期のスター トは時差登校を余儀なくされ

学校や家庭、地域の各行事なども中止・縮小が多かったことと思います。何 とかコロナを

収東 させようとするが うまくいかなかった年だったように思います。その中でも、運動会

や修学旅行、宿泊学習などに子供たちは精一杯取 り組んでくれました。昨

年度もそ うで したが、新型 コロナヘの感染対策をしながらも教育効果を十

分上げてくれたと思っています。
さて、12月 11日 (土)に西陵中学校の持久走大会並びに駅伝大会が開

催 されたので見学に行きました。昨年度も見に行きましたが、中学生が持
久走や駅伝に真剣に取 り組んでいる様子を見ることができました。1年生
の中には、私の姿を見つけ駆け寄ってきて挨拶をしてくれる生徒もいまし

た。「元気で頑張っていますか。」 と声をかけると「はい。」 と元気よく応えてくれました。
「教育効果ははっきりと目で見ることは難 しい。す ぐに答えは出ない。」 と言われます。

私たち教師が小学生の頃に教えた答えは、子供たちが成人する頃に出るのではないか思っ

ています。子供たちが二十歳になって振 り返つたときに 「小学生の頃に先生に教えてもら
ったことが役に立っている。」と思ってくれれば教育の成果ではないかと思 うのです。持久
走や駅伝で力いっぱい走っていた中学生は、その時々の努力を怠 らない子供たちです。必

ずや自分の夢に向けて頑張ってくれることでしょう。
12月 24日 で 2学期は終了します。 2週間余りのいつもより長い冬休み

に入りますが、その間クリスマスや正月がやってきます。子供たちが楽
しみにしている行事が目白押しです。都会に出ている御家族や御親戚
の皆さんも今回は帰ってこられる方も多いことでしょう。久し振りに
御家族・御親戚が揃ってのお正月になるのではないでしょうか。感染症対策をする中だと

は思いますが、家族水入 らずで楽 しくお過ごしください。
最後に、来年の干支は 「壬寅 (みずのえとら)」 。令和 4年は、厳 しい冬を越えて芽吹

き始め新 しい成長の礎 となる転換期 と言われています。前回の 「壬寅」60年前の昭和 37

年には、東京の人 口が 10000万人を突破 しました。また、東京にA2型流感が流行。全国
で 6月 までに患者 47万人,死者 5868人。橋幸夫・吉永小百合のデュエット曲「いつでも夢を

」がヒットし、 日本のテレビ受信契約者が 1000万突破 (普及率 48.5%)しました。このよ

うに、新たな時代に向けて息吹を感じる年だったようです。
新型コロナは感染者数が激減 していますが、オミクロン株という新

たな脅威も心配されています。科学技術の進んだ時代にこのような
状況が長く続くとは残念でなりません。しかし、今までもそうであ
ったように、いずれ我々人類は新型コロナウイルスを克服していく
ことでしょう。その日を夢見て頑張っていきましょう。子供たちに
は素晴らしい未来があることを、夢のある世界が待っていることを忘
思います。その時のために、地道な努力を積み重ねていく。そのよう
いと思います。
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12月 14日 (火),校内持久走大会を開催しました。       ・' ‐~

1・ 2年生は824m,304年 生は1172m,5・ 6年生は1720mを 走りました。

11月 の運動会終了後から,朝の体力つくりや体育の時間を使って練習に励んできました。

「学年で十番以内に入る。」「練習の時よりいい記録を出す。」「最後まで歩かないように

走りきる。」など,一人一人が自分なりの目標をもって本番に臨みました。そして,持ス走

が得意な子どももそうでない子どもも自分なりのベストをつくして頑張りました。走り終わつた

あとの子どもたちの顔は,すがすがしいとてもいい顔をしていました。きつ<ても最後まで

あきらめなかつたこの経験を,これからの生活にぜひ生かしてほしいと思います。

子どもたちの安全確保や誘導に御協力<ださつた保護者の皆様,そして子どもたちに声援を

送って励ましてくださつた保護者の皆様,本当にありがとうございました。
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各学年で 1

1年女子
2年女子
3年女子
4年女子
5年女子
6年女子

位 |こ輝いた皆さん 梢 だあ
:″)でどうノ

重吉 美]青   1年 男子 永丼 琉之佑
米森 望結   2年 男子 戸丼田 侑己
坂本 結禾□   3年 男子 吉川 岡」心
中村 恵愛   4年 男子 下茂 隼太朗
榎田 利奈   5年 男子 牧迫 一徹
賀来 向日葵  6年男子 道地 咲寿

11月 26日 (金 )|ま 中学年の授業参観と

学級PTA, 12月 2日 (本)は高学年の授業

参観と学級 P丁 ∧,特別支援学級の親子交流会,

3日 (金)は低学年の授業参観と学級 P〒 Aを
実施しました。た<さんの保護者の方に参観し

ていただき,子どもたちや学校の様子を見てい

ただきました。また,2学期の学級での様子や

冬休みの生活等について

説明を行いました。

参観・ 出席してくださ

いました保護者の皆様 ,

本当にありがとうござい

ました。

始業式

西陵中学校入学説明会 (6年 )

鹿児島学習定着度調査

(5年 ～20日 )

クラブ活動 (3年クラブ見学 )

社会科見学 (3年 )

11日

14日

18日

25日

28日

(火)

(金 )

(火)

(火 )

(金 )
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転勤等で,4月 6 ,一
lし日まで


