
古の教え
いにしえ

校長 北原利郎
年末に日新公いろは歌の額をいただきました。日新公

いろは歌とは、島津忠良（日
新斉）が、人生の教えを 47
首の歌にしてまとめたもので
す。 忠良は、戦国武将とし
て有名な島津義弘の祖父にあ
たります。代表的な歌に「い
にしへの道を聞きても唱へて
も わが行ひにせずばかひな
し」（昔の立派な教えを聞い
たり口で唱えたりしても、実
行しなければ何の役にも立たない。）

また，「負けるな 嘘をつくな 弱いものをいじめるな」
という言葉で表現される教えも薩摩藩時代からの教えの
一つです。３学期始業式では子どもたちに次のように伝
えました。
〇 「負けるな」とは，人に負けないというよりも，ど

んな困難にあっても決して自分に負けずあきらめな
いこと。つまり，なりたい自分に近づいていく勇気。

〇 「嘘をつくな」とは，過ちを犯したときには決して
言い訳せず，素直に非を受け入れること。つまり，
素直に自分の悪いところを認め，他人から認められ
る誠実さ。

〇 「弱い者をいじめるな」とは， 弱い者いじめが最も
卑劣で，器の小さい人間のすることだから，慎むこ

と。つまり，他人の気持ちを想像でき，卑怯なこと，
不正なことを憎む心。

ということ意味します。これらのことは，現代でも変わ
らない，人として忘れてはならない大切なことだと思い
ます。

薩摩藩では，これらを身につけるために，子どもたち
が，互いに学び合い，鍛え合っていたのです。本校でも
「負けるな 嘘を言うな 弱いもの をいじめるな」を修
得できるよう，学び合い，鍛え合い，日々頑張って も
らいたいと願っています。

３学期のはじまりにあたって「学校生活の基本を大切
にする」という話をしました。３学期は、一年間のまと
めとともに次の学年や学校に向けての準備の期間でもあ
ります。特別なことよりも生活や学習の基本となること
を地道に日々実践することが大切です。うさぎ年のこの
一年がしっかりした基礎の上に，より高く飛躍できるよ
うに全職員が協力して指導や支援を行ってまいります。
新型コロナの感染拡大は収まりませんが、着実に一歩ず
つ前に進む志布志小となりますように皆様の御理解と御
協力をよろしくお願いします。

３学期にがんばりたいこと
わたしは，3 学期にがんばりたいことが２つあります。
一つ目は，「はちつぼぜ」（ハンカチ，ちり紙，つめ，
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志布志小学
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始業式２年生のことば

ぼうし，ゼッケ
ン）です。わた
しは朝起きるの
がにが手でじゅ
んびに時間がか
かってしまいま
す。だから３学
期は前の日にじ
ゅんびをして，毎日わすれないようにしていきたいと思
います。

二つ目にがんばりたいことは，てつぼうとなわとびで
す。わたしは，てつぼうでは，さか上がりがにが手です。
なんどもちょうせんして，３学期にはできるようになり
たいです。なわとびでは二じゅうとびができるようにが
んばりたいです。一生けんめいれんしゅうしたら，あや
とびやこうさとびもできるようになったので，二じゅう
とびもたくさんれんしゅうしてがんばっていきたいと思
います。

さいごに，二年生の生活もあと少しになってきました。
わたしは，はまさき先生も２年１組のみんなもとっても
大好きなのでいっぱいわらって，楽しくすごしていきた
いです。

登下校時に学校正門や東門の前で車を
駐める姿が多くなっています。児童の登
下校や近くの通行車両にとって大変危険
です。安全な登下校への配慮をお願いし
ます。

４
４

※ 感染症の発生状況で変更することがあります。

令和５年 1 月
１４日(土) 土曜授業
１７日(火) 鹿児島学習定着度調査(５年生)

～１８日まで
２４日(火) 志布志中学校入学説明会(６年生)
２５日(水) ＣＲＴ学力調査（１～６年生）

～２６日まで
２７日(金) 避難訓練(火災) ＰＴＡ理事会

２月
１日(水) 新一年生体験入学・保護者説明会
２日(木) 学校保健委員会
３日(金) 家庭学習強調週間
６日～１３日 人権週間
８日(水) 日本遺産・世界遺産出前授業（６年４年）

※講師 東川隆太郎
３年生クラブ見学

１０日(金) 人権集会
２４日(金) 授業参観 学級ＰＴＡ

未来への一歩会（４年生）
学校運営協議会

３月
３日(金) お別れ遠足 ６年生を送る会

２３日(木) 第７５回卒業式
２４日(金) 修了式

１～３月の行事予定(１/１４～３/２４)

学校の門や横断歩道近くの駐車は危険
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