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山重っ子 
過程が結果を作って，態度が成果を生む 

校長 川﨑 正 
 

９月１日(木)，２学期が無事スタートしました。大きな事故やけがもなくスタートでき
ましたのも，夏休み中の保護者の皆様，地域の皆様の声かけ，見守りのおかげだと感謝い
たします。２学期も引き続き，コロナ感染症対策と熱中症対策を取りながら教育活動を実
践しているところです。２学期も子どもたちのために地域・保護者の皆様のご理解とご協
力をよろしくお願いします。 
さて，９月１８日（日）に予定していた運動会が，台風１４号の影響で延期になり，９
月２１日（水）の実施となりました。本年度は，ウイズコロナで３年ぶりに山重校区との
合同開催を企画していただけに残念でした。それでも，運動会の開催に向けて，地域の皆
様の支えや保護者の皆様のご協力により，運動会を無事実施できたことに深く感謝いたし
ます。ありがとうございました。 
 今年の運動会のスローガンは「最後まで全力出しきれ山重っ子」でしたが，子どもたち
は，短い練習期間にも関わらず，一人一人が「心をそろえる」「自分を高める」のめあてに
向かって取り組みました。表題の『過程が結果を作って，態度が成果を生む』という言葉
は，韓国のガールズグループ「NiziU」をプロディユースした J.Y.Parkさんの言葉です。
才能がいくらあっても，取り組んだ通りの結果しかでない。そして，真面目に真摯な態度
で取り組めば成果となって表れるということではないでしょうか。運動会では，子どもた
ちが「心をそろえる」というめあてに向かって練習を積み，取り組んできた過程が感動と
いう結果を生み，「自分を高める」という態度が，山重小学校の伝統を引き継ぐという成果
につながってくるのではないかと思います。 
 学校の毎日の教育活動も，子どもたちの成長を第一に考え，学校職員全員が同じ方向を
向いて，真剣に真摯に取り組めば成果が出ると信じて進めています。子どもたちには，自
分の満足いく成果を出すためには，そこまでの過程が大事であり，結局は自分の態度次第
なんだということを少しでもわかってくれたらと思います。運動会は，それを体現する一
つの行事になったのではと思っています。子どもたち一人一人が「やる気・まっすぐ・真
剣・元気」で自分だけの花を咲かしてほしいです。 

                              (ＨＰ随時更新中) 
 

コロナ禍の始業式 

新型コロナウイルス感染拡大が止まらない中の２学期始業式となりました。本校にもコロナの

波が押し寄せてくる中，保護者の方々との連絡を密にしながら，なんとか校内での感染拡大は防

げている状態です。２学期では運動会をはじめ，市陸上記録会，市音楽発表会，山重フェスタな

ど大きな行事が行われます。これまで実施してきたコロナ対策を続けながら，さまざまな行事等

を行っていきます。保護者の皆様，地域の方々には，今後も校内感染の防止にご協力のほどよろ

しくお願いします。 

・ 来校する前に，健康チェック，検温をする。 

・ 体調が悪い時には，来校を控える。 

・ 家族の中に体調が悪い方がいる場合も，来校を控える。 

・ 来校の際には，手指の消毒，マスク着用をする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月の主な行事予定 

日 曜 行   事 
2 日 国道 269 号線見守り隊 
3 月 けんこうタイム(5･6 年) 

3～7 山重っ子家庭学習チャレンジ週間 

4 火 
移動図書館 
PTA 役員選考会 

6 木 消防クラブ 
PTA 文化部会，事業部会，保体部会 

7 金 委員会活動，放課後陸上特別練習 

8 土 
土曜授業日，保護者読み聞かせ 
PTA 交通・あいさつ運動 

11 火 放課後陸上特別練習(金曜校時) 
12 水 1･2 年生生活科秋探し 
13 木 放課後陸上特別練習(金曜校時) 
14 金 市陸上記録会，クラブ活動 
15 土 やましげ土曜体験広場（稲刈り） 
18 火 けんこうタイム(1･2 年) 
19 水 棒踊り練習(5･6 年) 

20 木 
けんこうタイム(3･4 年) 
３年社会科見学 
スクールカウンセラー来校 

25 火 ２年生活科見学，食に関する指導(5･6 年) 

27 木 
4 年社会科見学 
PTA バザー値札つけ作業 

28 金 
児童代表・保健委員会 
棒踊り練習(5･6 年) 

30 日 ふるさとまつり山重 9:00～ 
31 月 芋ほり（1･2 年） 

 

運 動 会 無 事 終 了 
９月２日に応援団の結団式が行われ，赤組団長の宮森大和さん，白
組団長の郡山楓雅さんが決意表明をしてくれました。エール交換など
大きな声を出してみんなを引っ張っていき，良きリーダーとして運動
会を盛り上げてくれました。 
今年度の運動会は台風１４号で延期となり，停電中の実施となりま
した。また，今年度も平日開催ということで小学校単独での実施とな
ってしまいました。そういう中で保護者や地域の方々に大変お世話に
なり，無事終えることができました。ご協力いただきました方々に感
謝を申し上げます。ありがとうございました。 

愛校作業ありがとうございました 

８月 21日(日)は早朝から愛校作業
に多くの保護者や児童，地域の方々
が参加してくださいました。途中か
ら雷が鳴ったり，大雨が降ったりと
大変でしたが，約１時間作業をして
いただきました。９月には運動会が
実施されるということでグランド整
備も重機で行っていただきました。
お陰で随分きれいになり，運動会が
実施できました。誠にありがとうご
ざいました。 

そばの種まきをしました 

 ９月 10日(土)にそばの種まきを

しました。昨年度に続き PTA事業

部長の立山広大さんに畑の準備，

種の準備などしていただきまし

た。誠にありがとうございまし

た。たくさんの実ができて，また

ＰＴＡ会員の皆様に還元できれば

と思います。12月３日(土)には刈

り取り，実落とし作業をしますの

で，御協力をおねがいします。 

全国学力・学習状況調査 全国上回る 

 文科省は７月 28日，小学６年と中学３年の全員対象で４
月 19日(火)に実施した全国学力・学習状況調査の結果を公
表しました。本校の結果は表１の通りでした。６年生はとて
もよくがんばりました。それから，これまで取り組んできた
担任の先生をはじめ本校の先生方，そして保護者の皆様の協
力，誠にありがとうございました。(HPにも掲載) 

表１ 全国学調の結果 (％) 

 本校 県 全国 
国語 73 66 65.6 
算数 64 63 63.2 
理科 72 67 63.3 

 

釜飯コンテスト校内審査結果 
 ９月９日に市Ｐ連主催の釜飯コンテスト校内審査
を実施しました。釜飯部門 20点，混ぜ込み部門 13点，
計 33 点のたくさんのレシピをご応募いただき大変あ
りがとうございました。審査の結果，以下の４点が選
ばれました。おめでとうございます。その作品は２次
審査の方に進みます。 
＜釜飯部門＞ 
４年 福永 羚愛 「お茶混ぜ込みご飯」 
１年 圓福 彩晴 「ぼくのすきなものいっぱいびびんば」 
＜混ぜ込み部門＞ 
４年 鉾立 知優 「炊飯器で作る簡単山菜釜飯」 
４年 池坂 莉空 「ひいばあちゃんのたきこみごはん」 
※ 詳しくは山重小 HPをご覧ください。 

山重っ子家庭学習チャレンジ週間 
 ９月の結果を表２に示します。１学期と同様良い
結果となっています。ありがとうございました。テ
レビ・ゲームについては目標値を下回る結果となっ

ています。次回は頑張っていきましょう。 
それぞれの目標を立てますが，例えば，「１日１冊
は本を読むようにする」「朝６時には起きる」など，

具体的な数値を入れた目標にすると，振り返りもし
やすくなると思います。この取組の大切なところは
子どもの主体性を伸ばすところでもあります。自ら

進んで目標を守ろうとし，保護者はそれを見届け，
必要に応じてアドバイスなどする。何か小さいこと
でもいいので，その子に合った具体的な目標を立て

させ，振り返り，次に生かせるようにしてほしいと
思います。子ども達の主体性の芽（自分で責任をも
ち，主体的に物事に取り組める態度）を大切に育て
ていきましょう。 

＜表彰関係＞ おめでとうございます 

 市理科作品審査会 研究記録の部 

 「こんなとき テレビは反応する？しない？」 

特選 ５年 圓福 悠（県審査会へ） 

県児童生徒作文コンクール大隅地区審査会 

 「こんどは何をつつもうかな」 

   市特選 ３年 郡山 千幸 

項　　目 目標 ９月

家庭学習到達度 100% 107.0%

保護者チェック 85% 97.0%

読書 85% 86.9%

早寝早起き 85% 91.3%

朝ご飯 100% 97.2%

ﾃﾚﾋﾞｹﾞｰﾑ 85% 79.4%
９時オフ 85% 96.0%

保護者満足度 85% 89.3%

表２　チャレンジ週間　9月結果


