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持久走の思い出 
校 長 内薗 博之   

 

 11月，子供たちが校庭を走るようになった。友達とおしゃべりをしな

がら，楽しそうに笑顔で走っている子。息を弾ませ，前をしっかりと見つ

めながら走っている子。そんな子供たちに，「みんな頑張れ」と心の中で

応援しながら眺めている。 

 12月には持久走大会が開催される。「all out（オール アウト）」と

いう言葉は，疲れ切ってへとへとになるという意味である。走るのが得意

な子も，苦手な子も，たっぷり練習できた子も，思うように練習できなか

った子も，本番では全員が「全力」を出し切ってほしい。順位は関係な

い。精一杯，今持っている力を出し切ることが大切だ。全ての子供たちが

「all out」できることを心から願っている。 

 小学生の頃，何のとりえもなかった私は，誰よりも早く学校に行き，誰

もいない教室に一番乗りするのを生きがいにしていた。しかし，早過ぎ

て，いつも誰もいない教室で一人の時間をもてあましていた。そして，な

ぜか校庭を一人で走るようになっていた。何の目的も，何の目標もなく，

ただ友達が来るまでの暇つぶしに走っていた。 

そんなある日，全校朝会で校長先生が，「毎朝校庭を黙々と走っている

人がいます。とても感心です。皆さんも見習ってください。」と話した。  

焦った。「そんなことはない。ただ，何もすることがなく，友達が来るま

での暇つぶしだったのに」と私は思った。私のことをよく知っているクラ

スメイトも「そんなことはない」と思っていたはずである。担任もそう思

っていたかもしれない。ただ，その日から私は，何が何でも走らなくては

いけなくなった。人が見ていると思うと，苦痛でしかなかったが，止める

わけにもいかず走り続けた。ところが，しばらくすると，走るのが苦痛で

はなくなってきた，むしろ楽しく，好きになってきた。結果，中学，高校

と陸上をすることになった。 

また，子供の頃の私は，勉強が好きではなかった。ある時，理科の先生

に「理科だけはできるから，理科の先生になるといい。」と言われた。そ

んなに理科が好きではなかったが，先生の言葉で，理科が得意だと思い込

んでしまった私は，結果，理科の教師になった。 

振り返ってみると，いろいろな場面でかけてもらった「前向きな言葉」

が，私の人生を変えてくれた。声をかけた人はこんなことになろうとは思

っていなかったかもしれないが，声をかけられた私にとって，その言葉は

「宝物」となって，いつまでも心に残っている。 

これから，いろいろなことに挑戦していく子供たちに，私も前向きな言

葉をたくさんかけてあげたい。保護者の皆さんも，子供たちに宝物となる

言葉をたくさんかけてほしいと思う。 

 

自由参観週間・学習発表会の参観ありがとうございました 

11月１日（月）～７日（日）は，地域が育む「かごしまの教育」県民週

間でした。自由参観週間には，昨年の約１.５倍の方に参観していただきま

した。お忙しい中，参観してくださったことに，心から感謝申し上げます。 

また，この県民週間をはさみ，外部講師を招いた学習 

や学習発表会を実施し,「桜山小の学校・地域の特色を 

生かした学習」をお見せすることができたのではないか 

と考えております。                  １年生の発表 

今後も，保護者の皆様や地域の皆様におかれましては，学校教育へのご

理解・ご協力を賜りながら，お気付きの点がありましたら，学校へもその

お声を届けていただきたいと思います。 
 

県民週間の取組 「桜山小学校の学校・地域の特色を生かした学習」  
 

お茶のいれ方教室（５年） 福祉学習（６年） 料理教室（３年） 

 

 

 

 

 

枕崎茶業センター・生

産者の方々に，おいし

いお茶のいれ方を教え

ていただきました。 

 

 

 

 

 

福祉課，加世田保健所

の方を講師に，誰もが

安心して暮らせる社会

について考えました。 

 

 

 

 

 

ＪＡ南さつまの方々と

サツマイモの茶巾しぼ

りを作り，お茶をおいし

くいただきました。 

水産高「どこでも授業」（５年） 環境問題学習(４年) 味覚の授業（５年） 

 
水産高校でチョウザメ

の養殖やさつま揚げ作

り等，水産業について

楽しく学びました。 

 

 

 

 

 

市民生活課の方を講師

に，食品ロスの問題で

自分たちにできること

を考えました。 

 
的場水産の的場さんを

講師に，味覚や五感につ

いて学び，出汁の味わい

を楽しみました。 
 

６年生が修学旅行に行ってきました 
 

   

上野原縄文の森         仙厳園         知覧特攻平和会館 
子供たちは，ふるさと鹿児島のよさや素晴らしさを再発見すると共

に，友達との仲を深める機会になりました。 
 

コロナ禍でも，工夫しながらＰＴＡの活動を頑張っています 
 

 

 

 

 

家庭教育学級 

 

 

 

 

研修視察（自然の家） 

「連携・協働した持続

可能なＰＴＡ活動」を

目指した取組を 12 月

11 日㈯の市Ｐ連研究

公開で発表します。 

 

入賞おめでとう！ 
ＪＡ枕崎支所カボチャコンテスト 
２ 位  桜山小学校 ４年い組（記録9.5ｋｇ） 
県「家庭の日」作品展 ポスターの部    
学校賞 桜山小学校 
枕エコプロジェクトポスターコンクール 
準大賞  山下 七海(6年)         
枕エコDesign賞  諏訪 直太朗(6年) 
枕エコ賞 岩下 芹菜(3年) 篭原 翠(5年) 宮路 ここな(6年) 
ＭＯＡ美術館児童作品展 
【絵画の部】枕崎市議会議長賞 山下 佳奈(2年)   

銅 賞 今給黎 和幸(1年)  入 選 加藤 佑梨(5年)  
【書写の部】審査員特別賞 鮫島 碧月(6年) 
      入 選 梛木 夏帆(1年) 諏訪 はるか(3年)  

上迫 優奈(4年)  山下 七海(6年)  高橋 怜生(6年) 
緑茶図画コンクール         県理科に関する研究記録展   
銀 賞 中村 瑛奈(4年）       入 選 諏訪 直太朗(6年) 
南さつま児童生徒美術展 
佳 作 末永 里桜(4年) 﨑村 癒愛(5年) 橋口 隆生(6年) 茶屋道 亮太(6年) 
県愛鳥週間図画作品コンクール 
入 選 梛木 夏帆(1年) 

 ＪＡ共済作品コンクール 
【書道の部】銅賞 諏訪 はるか(3年) 鮫島 碧月(6年) 高橋 怜生(6年)  
【ポスターの部】佳作 佐藤 結衣(2年)  白澤 友暉(4年)  
枕崎市陸上記録会 
１ 位  6年男子 400ｍリレー  〔高橋・松野下・橋口・城森琉〕 

5年女子 800ｍ走      加藤 佑梨 
5年男子 100ｍ走      迫 央志朗 

      5年男子 1000ｍ走      迫 央志朗 
5年男子 走り幅跳び    栗野 翔 

２ 位  5年女子 走り幅跳び   山﨑 結華 
      5年男子 100ｍ走      内 一翔 

5年男子 走り高跳び    内 一翔 
      6年男子 1000ｍ走      松野下 宗一郎 

6年男子 走り高跳び   城森 琉聖 
5年女子 400ｍリレー  〔竹之内・加藤・田野尻・篭原絢〕 

 ３ 位  5年男子 400ｍリレー  〔栗野翼・迫・内・大園〕 
5年女子 100ｍ走      加藤 佑梨 

      5年男子 1000ｍ走      立石 実緑  桜山小学校ブログを 
      6年女子 走り幅跳び   前田 帆海  定期的に更新してい 

6年女子 800ｍ走     前田 帆海  ます。ご覧ください。 
6年男子 60ｍハードル走 諏訪 直太朗 

 

  １２月行事予定 
１日（水）ベルマーク週間（～３日） 
２日（木）桜山中学校区青少年地域育成懇談会 
７日（火）持久走大会→予備日【９日（木）】 

家庭教育学級・学級ＰＴＡ      
８日（水）クラブ活動（４～６年） 

１１日（土）土曜授業 人権集会  
市Ｐ連研究公開（桜小 13：30～16：00） 

１５日（水）租税教室（６年） 
１７日（金）あいさつ運動  １２月のＢ校時 
２３日（木）２学期給食終了 ７日㈫，９日㈭，15 日㈬ 

２４日（金）２学期終業式  21 日㈫，22 日㈬，23 日㈭ 


