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新年あけましておめでとうございます。平成３１年、平成最
後の年明けになりました。新しい時代を迎える節目の年です。
子供たち、保護者の皆様、地域の皆様にとって、新しい年がす
ばらしい年になりますよう心よりお祈りいたします。
今年は亥年です。
「亥」の意味を調べてみるといろいろな説
がありました。その中の一つに「亥」 は、
『植物の生命の力が
種子の中に閉じ込められている状態』であることとあります。
次の干支である「子」の『新しい命が植物の種子の中に生まれ
た状態』になるために、しっかりエネルギーやパワーを蓄えている年といえます。こういったことが由来して、
亥年には「次のステージに向けた準備期間」といった意味合いがあるようです。本校でも、２０２０年から全面
実施される新学習指導要領に向け、今までの教育活動を振り返りながら、カリキュラムを見直す作業を行ってい
るところです。亥年にふさわしく、今までの締めくくりを行いながら、新しいスタートに向けて準備を進めてい
こうと考えています。また、亥（＝いのしし）は、目標に向かって猛進していく人を助ける「火の神の化身」と
されています。亥年ですから成果を出すべく、自分の目標に向かって猪突猛進していきたいものですね。
年が改まって気持ちも新鮮になり、みなさんも今年の目標を立てていることでしょう。自分が今年挑戦してみ
たいことや続けて頑張ってみたいことなど、この時期にしっかりと目標を立ててほしいと思います。３月の修了
式・卒業式まであと５０日ほどです。１年のまとめをしっかりとし、来るべき次年度の備えをするときです。身
近な小さなことでも良いので、自分の目標や課題をしっかりともち、夢に向かってこつこつと努力を続けて欲し
いと思います。努力を続けることが大切なのです。
私は、毎年お正月には、箱根駅伝や高校サッカーなどを観戦します。「優勝」というチームの目標達成に向け
て、１年間の練習の成果を最後の最後まで諦めずに、今もっている力を出し切って汗を流している選手の姿にい
つも感動させられます。ぜひ、母島小中学校の子供たちにも継続して取り組める目標を立てて挑戦してほしいと
思っています。努力してもなかなか目に見えるような成果として現れないときもあるでしょう。いやになって、
やめてしまおうと思うときがあるかもしれません。子供たちには目標はそう簡単には実現しないことが当たり前
だということを実感させることも大切なことです。焦らず、あきらめずにこつこつと続ける大切さを小中学生の
時に実感して欲しいと願っています。その応援団となるのが、家族や学校・地域です。子供たちの頑張りを温か
く見守り、励まし、あと押しを続けていきましょう。本年も、保護者・地域のみなさまのご理解とご支援のほど
よろしくお願いいたします。

平成３０年度

ロードレース大会（小学校）
小学校担当

１２月７日金曜日、ロードレース大会が行われました。大
会前にある質問をしてみました。「マラソンが好きな人？」
と聞いてみたところ、好きだと答える児童はほとんどいませ
んでした。理由としては辛い、苦しいという理由が圧倒的多
数でした。でも、本番当日、走り終わった姿からは苦しかっ
た、辛かったという言葉や表情ではなく、走り終わった達成感と感動からくる笑顔で満ち溢れて
いました。
マラソンの素晴らしさの一つに、完走した時の達成感があります。目標のタイムに向けてペー
スを考えて走り、途中の苦しさを乗り越えてゴールまで辿りついた時には心からの感動が味わえ
ます。今回のロードレース大会を通して児童・生徒たち
はこの達成感が十分に味わえたと感じることができたと
思います。この最後まで走り切った経験は児童にとって
大きな糧になると思います。
また、今回のロードレース大会に向けて、ご家庭や地
域においてサポートを頂きありがとうございました。

平成３０年度

ロードレース大会（中学校）
中学校担当
12 月 7 日金曜日、晴天。
「熱中症があるかも」と思
えるほど「暑い」と感じた日にロードレース大会が行
われた。当日を迎えるまでの約 3 週間、8 人は授業や
島内の試走、さらに自主的に早朝・夕方・夜に走るな
ど様々な取り組みをこなし、８人合計で約 194km（１

人約 24km）を走破して本番を迎えた。私は体育科の先生に協力してもらい、伊藤先生と共に中学
生の体育の授業に参加し続けた。８人は校庭に作成された 1 周 200m の特別コースを 15 分、
20 分、25 分間走と徐々に走る時間を伸ばす練習メニューの中で、同じラップタイムで走れるよ
う毎回授業で挑戦した。また授業毎に個人目標を掲示し、体調が良くないときや、弱気なときでも、
その日のベストを尽くそうと、目標を達成に向けて努力し続けた。その姿を間近で見続けることが
出来たため、一人ひとりの記録が光り輝く記録であったことに気付けた。
最後に校庭や沿道での応援、大会を盛り上げるため沿道を彩って下さった皆様、子どもたちが走
りやすいよう道路規制に協力して下さった各団体の皆様、さらに当日
のお昼ご飯を走りやすいようメニューを考えて下さった各ご家庭の
皆様、そして本番当日だけでなく、本番を迎えるまで多くの人に支え
ていただき、見守っていただけたからこそ全員完走を果たせました。
この大会からも、母島の“宝”として子どもたちが大切に育まれてい
ることを再認識する大会でした。本当にありがとうございました。

保健室から

～手洗いで感染症を予防しよう～
養護教諭

だんだんと寒さが厳しくなり、風邪やインフルエンザが流行する時期
となりました。母島小学校では、保健体育委員会の児童を中心に、感染
症の予防活動に努めています。
11 月におこなわれた保健集会では、保健体育委員会の児童が、「手洗
いの大切さ」について発表をしました。手に付着した菌は水で洗うだけ
では十分に取れないこと、石鹸
を使った正しい手洗いが大切で
あることを全児童に周知しまし
た。
集会の最後には、母島小学校の「オリジナル手洗いソング」を
１年生に紹介しました。この手洗いソングは、かつての保健体育
委員会のメンバーが
歌詞を考え作成し
た、世界に１つだけ
の母島小学校オリジナルソングです。集会後、１年生が歌いな
がら楽しそうに手洗いをする姿をみて、指導の効果を実感しま
した。この歌が母島小学校にいつまでも響き渡る歌となるよ
う、引き続き手洗いの大切さを伝えていきたいと思います。

The next step
ALT
Recently, MEXT (the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, or 文部科学省 Monbukagaku-shō) has changed the curriculum so that Japanese children will be able to learn more English in schools.
Starting from 2020, from third grade elementary, all students have to learn English. This means that the role of an
ALT is more important than ever in the classroom. We foreigners have a role to help the Japanese teachers
prepare for this change.
Since I came to Hahajima, I have enjoyed the time I spent teaching English to the children of this island. Seeing
them have fun in class was the reason I chose to stay for another year. I felt like there was more I can do to help
them to understand and appreciate the language. Every lesson I feel that they can take something away from my
English classes. Even if it is small, I hope I made a difference.
（文部科学省の英語教育改革により、日本の子供たちは、学校で今まで以上に英語を学ぶことができるようになりま
す。2020 年から、小学校 3 年生以上のすべての児童生徒が英語を学習します。これは、教室において ALT の果た
す役割がますます大切になることを意味しています。私たち外国人講師はこの改革のための日本の先生方の準備を助
ける役割を担っています。
母島に赴任してから、私はこの島で子供たちに英語を教える時間をとても楽しんでいます。教室での楽しそうな彼
らの様子が、今年もここにいようと決めた理由となりました。子供たちが英語を理解し、楽しむために、できること
がもっとあるように思います。どの授業でも、彼らが何かを学んでいることを感じます。それがとても小さいことだ
としても、大切な一歩となってほしいと願っています。）

学習発表会

１月の生活指導
１

生活目標

日

時

「目標に向かって努力しよう」

平成３１年１月２７日（日）

・新年の目標を達成するために行動しよう。

午前８時１５分から午後５時００分まで

・基本的な生活習慣を身に付けよう。

２

○午前授業学校公開

・自分から進んであいさつしよう。
安全指導

当日の予定
（小学校）「総合的な学習の時間」発表会

８日（火）

「登下校の安全な歩行、自転車の安全な乗り方」が

・午前９時１５分から午前１０時００分まで

重要指導目標です。安全な歩行について確認し、実

・場 所 体育館

践する態度を身に付けさせます。

・発 表 小３～６
○５・６校時 児童生徒は作品の鑑賞

避難訓練

○体育館の作品は、午後５時まで鑑賞していただけ

予告なし

校内の火災発生した場合を想定した避難訓練を行
います。今月は、実施日・時間を予告しません。突

３

然の放送の指示に対しても、安全に素早く冷静に避
難行動ができるよう指導します。
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1 月の主な行事予定
元旦 海開き

冬季休業終
始業式(安全指導) 発育測定、視力検査（全）書初めの会

百人一首大会

成人の日
中朝礼

ます。※保育園の作品は午後４時までとなります。
展示内容
・小学校、中学校各学年の展示
・小学校図画工作科
・小学校、中学校各学年の書写
・中学校音楽科、技術科、家庭科、英語科、美術科
・料理ものづくり部
・小笠原小学校、小笠原中学校、小笠原高等学校
交流作品
・ＰＴＡ、一般 ・陶芸 ・母島保育園
※小学校図工科、家庭科の作品は、各学年の展示に
含まれています。
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朝礼(保健指導)
体育館使用休止：始

日曜学校公開〈学習発表会〉
振替休業日
体育館使用休止：終
(中１)職場訪問

平成３０年度卒業式日程のお知らせ
卒業式の日程は以下の通りです。
平成３１年３月１７日（日）午前９時より

ＳＣ在島

