
校 長 堀田 竜次

「 感 謝 」

姶良小学校６７６人の子どもたちの２学期がスタートしました。全員が，交通事故，水難事故等なく，

２学期を迎えることができ，大変うれしく思います。

学校では，まん延防止等重点措置（姶良市）の期間，子どもたちが登校した際，玄関（靴箱）における

体温測定を実施し，安心・安全な環境で学校生活を送ることができるよう努めているところであります。

また，子どもたちは，教職員と共に，各学級，教室，運動場等で，新型コロナウィルス感染症対策をと

りながら国語や算数，運動会へ向けた練習等を行っているところであります。

保護者の皆様におかれましては，１学期と同様，登校前の体温測定等，健康観察の御協力をいただき心

から感謝申し上げます。２学期もよろしくお願いいたします。

さて，先日，東京オリンピックに続き，東京パラリンピックの全日程が終了しました。各選手は，オリ

ンピック・パラリンピックに向けて，トレーニングや各種大会等を通して，自分が目標とする結果を得る

ことができるよう，日々努力を積み重ねてきたのではないかと思います。このような努力を積み重ねてき

た各選手は，オリンピック・パラリンピックにおいて，私たちに多くの感動を

届けてくれました。

その中で，私の心に強く残っていることがあります。それは，競技終了後の

インタビューにおける各選手のコメントです。各選手が，指導してくださった

監督やコーチ，どのような時でもあたたかく声援を送ってくれた家族や友人，

共に練習を行ってきた仲間等に「感謝」の言葉を述べています。

「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」では，「感謝」について次のように示されています。

よい人間関係を築くためには，互いを認め合うことが大切であるが，その根底には，相手に対する尊

敬と感謝の念が必要である。人々に支えられ助けられて自分が存在するという認識に立つとき，相互に

尊敬と感謝の念が生まれてくる。そして，それは，日々の生活，あるいは自分が存在することに対する

感謝へと広がる。感謝の気持ちは，人が自分のためにしてくれている事柄に気付くこと，それはどのよ

うな思いでしてくれているのかを知ることで芽生え，育まれる。

このことから，身近な人々から見えないところで日々の生活を支えてくれる人々まで，成長とともに，

尊敬と感謝の念が広がっていくよう指導することが大切になる。自分たちの生活が，多くの人々に支え

られ助けられて成り立っていることへの気付きが，自分も人々や公共のために役に立とうとする心情や

態度につながるよう指導を深めていくことが大切になる。

オリンピック・パラリンピックの各選手には，前述にあるような「互いを認め合うこと」，「相手に対

する尊敬と感謝の念」，「人々に支えられ助けられて自分が存在する」などについて，家庭や学校での生

活，各競技の練習，各種大会等に出場する中で育まれてきたのかもしれません。それが，競技終了後のイ

ンタビューにおけるコメントで「感謝」の言葉として，自然に表現されているのかもしれません。各選手

によって，この「感謝」という言葉との出会いは違うと思いますが，競技終了後のインタビューにおける

コメントを通して，各選手が「感謝」という言葉を，私の心に強く残してくれました。

２学期がスタートした今，１学期と同様に，「あいらっ子見守り隊」の皆様，保護者や地域の皆様には，

子どもたちが安全に登校することができるように，見守り運動やあいさつ運動など，様々な面で御支援，

御協力いただき心から感謝申し上げます。

２学期も「チーム姶良小学校」をよろしくお願いいたします。
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９～12月の主な行事予定
★ 現時点の予定であり，変更になる場合もあります。また，

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため，諸行事

の日程や内容が変更になる場合があります。

９月22日（水）運動会準備

９月26日（日）運動会（午前開催・昼食なし下校）

９月30日（木）読み聞かせ（ＰＴＡ）

10月６日（水）家庭教育学級 学級ＰＴＡ

10月８日（金）火災避難訓練

10月９日（土）土曜授業日

10月14日（木）市陸上記録会（姶良市総合運動公園）

10月27日（水），28日（木）６年修学旅行

10月29日（金）６年休養措置日 １～５年一日遠足

11月１日（月）～７日（日）

地域が育む「かごしまの教育」県民週間

11月４日（木）学習発表会

11月９日（火）芸術鑑賞会

11月13日（土）土曜授業日

11月24日（水）家庭教育学級

12月３日（金）持久走大会 学級ＰＴＡ

12月６日（月）家庭教育学級

12月24日（金）２学期終業式

１月８日（土）土曜授業日 ３学期始業式

新型コロナウイルス感染防止のため，9月

2６日（日）の第4２回秋季大運動会は，午

前開催といたします。また，誠に申し訳あ

りませんが，参観者は児童の家族の方（各

家庭２名まで）とし，来賓も制限させてい

ただきます。地域一般の方の御参観は御遠

慮くださいますようお願いいたします。

【南日本硬筆展】（優秀賞以上）
南日本芸術学園賞 １年 坂下歩奈
優 秀 賞 1年 小吹佳輝 山本蘭奈
優 秀 賞 2年 油田 澪 森 叶実
優 秀 賞 3年 水迫せりか 荒木菜々 小吹優佳
優 秀 賞 4年 坂下穂香
優 秀 賞 ５年 齊脇侑希 坂元優花 前迫亮裕 和田姫夏
優 秀 賞 6年 脇 音羽

【県作文コンクール（市特選以上）】
地区特選 2年 岩下 結「やっかいな虫」
地区特選 3年 山元健仁「ひみつだらけのなぞの島」
市 特 選 3年 原田睦翔「さか上がりのとっくん」
市 特 選 4年 黒岩志帆「母と私の自転車おに特訓」
市 特 選 6年 東 正眞「報われた努力」

【県図画作品コンクール（地区入選以上）】
県 入 選 3年 福本海里「チョウになったよ！」
地区入選 1年 田井中結彩「ともだちとうんていあそび」
地区入選 1年 澁澤稔輔「みんなで ゆうぐおに」
地区入選 1年 吉村瑠彩「じょうずに まわれたよ」
地区入選 1年 渡邊未都紀「すなばでかわあそび」
地区入選 ２年 木之瀬こころ「てつぼう」
地区入選 ２年 佐野竜空「大すきな虫とあそんだよ」
地区入選 ２年 眞方陽琉「かけっこ」
地区入選 ２年 東 駿真 「うんてい」
地区入選 ３年 松元梨花「教室そうじ」
地区入選 ３年 竹之下真喜男「楽しい楽しいのぼりぼう」
地区入選 ３年 田畑結愛「モンシロチョウのよう虫発見」
地区入選 ３年 富田空和「みんなできょうそう」
地区入選 ４年 坂下穂香「リコーダーとわたし」
地区入選 ４年 谷口 陽「辞書ひきをしているぼく」
地区入選 ４年 田方孝幸「バドミントン」
地区入選 ５年 菅原色葉「わたしの学校」
地区入選 ５年 横山 凜「思いやりの石碑」
地区入選 ５年 鶴窪さくら「学校の風景」
地区入選 ６年 高田雫月「校舎の横においしげる巨木」
地区入選 ６年 渋谷怜那「緑いっぱいの姶良小」
地区入選 ６年 山下紗季「広がるろう下」

【市水泳記録会（6年生のみ参加・6位入賞以上）】
6年女子50ｍ平泳ぎ 第１位 西田 栞 48秒62
6年女子50ｍ平泳ぎ 第２位 竹ノ内寧々 49秒31
6年男子50ｍ平泳ぎ 第１位 三浦和之 48秒62
6年女子50ｍ自由形 第１位 西田 栞 33秒60
6年女子50ｍ自由形 第１位 竹ノ内寧々 36秒05
6年男子50ｍ自由形 第２位 三浦和之 37秒21
6年男子50ｍ自由形 第５位 西川内雅貴 40秒14
6年女子200ｍリレー 第１位 姶良小学校 2分31秒93
（泳者①竹ノ内寧々 ②乾 由梨 ③山口晴加 ④西田 栞）
6年男子200ｍリレー 第１位 姶良小学校 2分47秒78
（泳者①大栄奏翔 ②西川内雅貴 ③東 正眞 ④三浦和之）

【かごしまジュニア検定】合格（20問中15問以上正解）
5年 新地香里 5年 楸田奈生 6年 安田絵美
6年 東山崎可純 6年 山口晴加 6年 池水郁名

【登校時検温の様子】 【オンラインでの始業式】

学校では９月１日から，登校時に全児童の検温
を実施しています。また，始業式や職員の研修等
ではWeb会議システムを活用してオンラインで
したり，運動会の練習等も場所に応じて人数を制
限して行ったりしています。
各家庭でも検温等感染予防に取り組んでいただ

き，ありがとうございます。今後も子どもたちが
下校後や休日も感染予防の意識をもって過ごせる
よう御協力をお願いいたします。


