
霧島市立 咲かそう！
持 松 小 学 校 心に体に 自分の花を

令和４年 ３月 ４日 《やさしさの花 かしこさの花 たくましさの花》

「ようこそ！先輩」の授業参観がありました！！

２月１２日（土）の授業参観「ようこそ先輩」で，毎年卒業 〔年度末に伴う学校行事の御案内〕
校長 七夕 健一 式歌伴奏をお願いしているピアニストの入来慶子先生をお招き

し，ピアノのミニコンサートを家庭教育学級の一環として行い ３月２４日（木） 卒業式 … 午前１０時より
卒業式・修了式も間近に迫ってきました。いよいよ令和3年度 ました。音楽室で行ったので，すぐ目の前でプロの演奏を聴く 全校児童・職員・卒業生保護者，親族・ＰＴＡ会長

もフィナーレを迎えます。卒業式は、年間行事の中でも一番厳か ことができ，「ミニ」とは思えない 市教育委員会・市長部局 一般出席可（来賓席無）
で大事な学校行事です。卒業生が6年間過ごした学び舎を気持ち すばらしいコンサートでした。
よく巣立てるように時間をかけて練習をし、環境も整えて本番に あっという間の感動ある１時間 ３月２５日（金） 修了式 ＆ 離任式
臨みます。ですからこの時期になると、各学級からお別れの言葉 …「本物」に触れる貴重な機会， … 離任式 午前１１：２０頃より 一般出席可
や卒業式で歌う歌「Ｔomorrow」「仰げば尊し」「旅立ちの日に」 本当にありがとうございました！！ ※ 本年度のＰＴＡ・公民館合同送別会も，新型コロナウ
等が聞こえてきます。卒業生３名が歌う「旅立ちの日に」の3部 イルス感染症対策の趣旨を踏まえ，中止となりましたの
合唱は、今から約３０年前に中学校の先生方が作られ、今では卒 で，離任される先生方との最後のお別れの場となります。
業式の定番曲にもなっている１曲です。口語調で書かれた詩が、 御都合がよろしければ，ぜひ御出席ください。
特徴的で、やわらかなメロディーがしんみりと伝わってきます。
「白い光の中に 山並みは萌えて はるかな空の果てまでも 君は ４月 ６日（水） 入学式 … 午前１０時より
飛び立つ」と歌い出し、「今別れの時飛び立とう 未来信じて は ※ 令和４年度入学生１名（予定）。
ずむ若い力信じて この広いこの広い 大空に」で終わります。
この一部フレーズからも分かるように、卒業で、ただ別れを惜 ☆ 来年度のＰＴＡ・公民館合同歓迎会は未定。

しむだけでなく、未来を信じてそれぞれの道に進んでいけるよう 和楽器「琴」の体験教室
に、というメッセージが込められており、希望に満ち溢れた歌詞
になっています。 ２月２日（水）かけはしサポーターの救仁郷泰子先生に，和

本校では、情操教育の一環で全校一音、朝から歌声響く学校を 楽器「琴」の弾き方について教えていただきました。今回も，

目指して取り組んでいます。朝の会での今月の歌の合唱や全校集 「さくら」の曲の弾き方を分かりやすく丁寧に教えていただき，

会での合唱指導、学習発表会での全体合唱など、様々な機会を通 さらにﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟして弾けるようになりました。最後に，ピアノ

して歌声を響かせ、発表する機会・場を設ける等しました。特に、 とギターと合わせて合奏し，圧巻の（?!）琴演奏となりました。
11月にみやまコンセールで開催された県小学校歌声アンサンブ 本年度も，子供たちに日本の伝統文化に触れる機会を与えて

ルコンテストでの出場は、小規模校でも「やればできる」ことを くださり，感謝申し上げます。ありがとうございました。

実証してくれた心に残る最高の一場面でした。来場者の方々から
の大きな拍手や「一生懸命な姿と素直なきれいな声」と言葉をか
けていただきました。大舞台での経験が自信となり大きな力にな
ったことは、言うまでもありません。
本年度の卒業生は、下級生６名の良きリーダーとなり、学校行

事の全ての活動で模範を示し、手本となって優しく導いた６年生
でした。１年時は１人だけの入学で、４年生から２人転入し、女
の子３人でお互い切磋琢磨しながら成長してきました。３人でい 御協力ありがとうございました！！
ろいろな意見を出し，時には諍いもしながら学校生活を送ってき １月に池田工業さんに正門スロープを，
ました。この３年間でとても強い絆で結ばれ，これからもお互い また，２月に太陽巧芸さん（校区副館長
に助け合いながら，中学校生活を送ってくれるものと思います。 永江様）に「あいさつ看板」を設置して
来たるべき３月２４日は第７５回卒業式です。多くの方々にお いただきました。この費用の一部を昭和

越しいただき，１年間持松小をリードしてきてくれた３名（沖園 十年同窓生の方々からの
琴子、迫彩花、松田來夢）の卒業をぜひ祝ってもらいたいと思い 寄付金から，それぞれ使
ます。（※ 感染状況にはまだ油断はできませんが…） わせていただきました。
コロナ禍の真っ只中を経験した2年間、縮小や延期、中には中 学校がより一層安全で，

止も余儀なくされた学校行事等もありましたが、歌詞に込められ 明るくなりました。
たような想いや願いを９名のハーモニーが春風に乗せて、天高く 心より感謝いたします。
響き渡らせられるよう願うばかりです。

かがやけ！持松っ子



霧島市立 咲かそう！
持 松 小 学 校 心に体に 自分の花を

令和４年 ３月１８日 《やさしさの花 かしこさの花 たくましさの花》

４月の生活目標
校長 七夕 健一 ◎ 規則正しい生活をしよう（時間・記名）

４月の保健目標
先月行われました北京冬季オリンピックでは、日本人選手が大 ☆ 下記の日程で実施する予定です。実施の有無や参加の ◎ 身なりをきちんとしよう

いに活躍しました。その中で、「羽生結弦」選手のインタビューの 可否等に関する変更等が生じましたら、その都度お知ら （さわやかチェックカード）
言葉が印象に残っています。それは、「報われない努力だったかも せします。御了承ください。 ４月の給食目標
しれない」というものです。 ◎ 給食のきまりを覚えよう
羽生選手は、前回の平昌（ピョンチャン）オリンピックで金メ ３月２４日（木） 卒業式 … 午前１０時より （給食着・マスクの着用・配膳の仕方）

ダルを取ってからも、４年間努力を積み重ねて今回の北京オリン 全校児童，職員，卒業生保護者・親族，ＰＴＡ会長， ４月の安全目標
ピックに臨みました。しかし、不運もあって残念ながらメダルに 市教育委員会，市長部局 等 ◎ 通学路を正しく歩こう
は届きませんでした。その間の努力があったからこそ「報われな ※ 来賓席を設けませんが，一般（保護者 含）の出席も可（要新型コロナ感染症対策＝検温・マスク着用等）
い努力」と表現することができたのだと思います。そこには、結
果を出すことだけに価値があるのではなく、何かに打ち込み、何 ３月２５日（金） 修了式 ＆ 離任式 〈 ４月の主な行事〉
かに一生懸命になることが尊いということを伝えてくれています。 離任式 … 午前１１：２０より 一般出席 可
もちろん結果が良ければ一番良いのですが、結果だけが全てで 本年度のＰＴＡ・公民館合同送別会も，新型コロナウイ ５日（火） 入学式準備

はなく、自分がどれだけ努力したかが大切であり、一生懸命やる ルス感染症拡大防止等の趣旨を踏まえ，中止となりました ６日（水）※「いじめ問題を考える週間」（～１０日）
こと、やったと言えることが大事であると考えます。 ので，離任される先生方との最後のお別れの場となります。 新任式・始業式，入学式
最善を尽くせば結果がどうであろうと、取り組む姿勢・目標に 御都合がよろしければ，ぜひ御出席ください。 ７日（木） 身体計測，視力・聴力検査

向かって、ただひたすらに前へ…ということを坂村真民の「鈍刀 知能検査（３・５年生）
を磨く」で伝えています。 ４月 ６日（水） 入学式 … 午前１０時より ８日（金） 命の教育の日

全校児童，職員，新入生保護者・親族，ＰＴＡ会長， 交通教室 委員会活動
鈍刀を磨く 市教育委員会 等 （※ 卒業式と同様，一般の出席可） １１日（月） ＮＲＴ学力検査（国・理）

坂村 真民 １２日（火） ＮＲＴ学力検査（算・社）
鈍刀をいくら磨いても 無駄なことだというが ※ ＰＴＡ・公民館合同歓迎会は，未定。 検尿（～１３日）
何もそんなことばに 耳を貸す必要はない １３日（水） ＰＴＡ総会・学級ＰＴＡ
せっせと磨くのだ １４日（木） 眼科検診 ＡＥＡ 委員会活動
刀は光らないかも知れないが 磨く本人が変わってくる ～ 入賞おめでとう ～ １５日（金） １年生を迎える会 給食費納入日
つまり 刀が すまぬ すまぬ と言いながら ２０日（水） 家庭訪問
磨く本人を 光るものにしてくれるのだ

令和３年度春季火災予防運動に伴う防火書道展
２１日（木） ＡＥＡ クラブ活動

そこが 甚深微妙（じんじんみみょう）の世界だ
特選 ６年 沖園 琴子 さん

２３日（土） 子ども読書の日 メディアコントロールデー
だから せっせと磨くのだ 第３６回鹿児島県児童生徒 ゆめ 立体・彫刻展 ２６日（火） ＡＥＡ

特選 ２年 松田 笑 さん ２７日（水） 内科検診
「磨く」という言葉を努力に置き換えて解釈してみます。 ６年 松田 來夢 さん ２８日（木） 耳鼻科検診（１・３・５年生）
努力しても目標は達成できないかも知れませんが、努力するこ 入選 ３年 德永 実桜 さん

とで、その本人が磨かれ（成長し）ます。学校での勉強も運動・ ４年 前田 紋杜 さん

スポーツや習い事も然りで、目標を立てて努力しようとする、そ 霧島市花いっぱいコンクール 金賞 持松小学校
の頑張る姿こそが、教育の場においては最も大切なことなのです。
６年生３名の卒業生を送り出し、令和３年度もいよいよ終わろ

うとしています。合同運動会や学習発表会、アンサンブルコンテ 今年も また がんばりました！！
ストなど、様々な場面で子ども達の「一生懸命さ」を見ることが
できた充実した１年でした。これも、保護者や地域の皆様方の協 「チャレンジかごしま」の「一輪車でＧＯ」では，ここ数
力の賜と深く感謝いたします。本当に、ありがとうございました。 年間，１０位以内の入賞が続いています。
そして間もなく令和４年度が始まり、２年振りに新入生を迎え 本年度も練習に力を入れ，右の通り「６年生＝２位」「２・

ます。次年度も小規模校の良さを活かし、子ども達一人ひとりが ３・４年生＝４位」という，とても優秀な成績を修めること
輝く学校づくりを目指します。ますますのご協力をお願いします。 ができました！入賞おめでと～＼(^O^)／

かがやけ！持松っ子


