
12月の校長講話から  

 12月の校長講話では、前回のジャンプ問題の答えを振り返りながら 

「友だちからいやなことを言われたり、されたりしたとき、どうしまし

たか？」と問いかけ、考えてもらいました。 

 

 また、「望月の駒」を知って、自分との関わり

を考える・・・というテーマで「望月の駒」のお

話をしました。 

 

 そしてジャンプ問題として「あなたにとって今年を表す漢字は何です

か？」と質問しました。 

 その感想を紹介します。 

望月の駒と自分との関わり方を考えました。動物だから、人間だからって決めつけないで馬に優しくした生駒姫様と、

まだ鳴るはずがない鐘を鳴らした殿様は、全然違うんだな、と思いました。 

自分は、殿様みたいになるんじゃなくて、生駒姫様みたいに、心からきれいで、優しい人になりたいです。 

（5年さん） 

 → テーマに沿って考え、「生駒姫様みたいに・・・」と自分がどうなりたいのか考えたところがいいですね。 

 

校長講話を聞いて、友達から嫌なことを言われたりしたら、私は②の先生やお家の人に相談します。言い返したりした

らやってきた人と同じになってしまうからです。行ったりしたら私も悪くなってしまうし、高学年なのでそういうところ

も我慢をしなければいけないと思いました。やり返すより相談をした方が私の場合はスッキリするからです。 

望月の駒の話を聞いて、馬と姫様はどちらも信頼しているからできることだと思いました。私もそういう仲が作れる

ようにしたいです。                                  （5年さん） 

 → 生駒姫と馬との信頼関係に着目して、「自分もそういう仲がつくれるように・・・」と考えたところがいいですね。 

 

前回のジャンプ問題の答えを聞いて「みんなが幸せになる生き方」が自分に必要だなと思いました。嫌なことをされ

ても人を喜ばせる人にもなりたいです。 

 他にも「友だちからいやなことをされたらどうしますか？」という問題がありました。私は③の山に「バカヤロウ」と

叫びます！そこには、嫌なことを言う子もいないので、①のやり返すよりいいと思いました。私の家の近くには山があ

るのでストレス発散になります。                             （6年さん） 

 → 友だちの答えを聞いて考えたり、自分の家の近くに山があることにも着目して考えたりしているところがいいですね。 

 

望月の駒が昔、姫のためにこんなに頑張っているなんて知らなかったから、自分も誰かのためになにかやるときは一

生懸命頑張りたいです。 

あんなに難しい漢字を昔の人は考えるなんてすごいと思いました。自分は難しい漢字を書くのは苦手だけど昔の人

は頑張って作ったんだから頑張って覚えようと思いました。                 （6年さん） 

 → 望月の駒の頑張りや漢字を発明した中国の人たちの努力を知って、自分も頑張ろうとしているところがいいですね。 

 

校長先生素晴らしい話、ありがとうございました。私が特に心に残っているのは、「友達から嫌なことを言われたりさ

れたりした時どうしますか。」の話です。私はそんなことをされたり、言われたりしたら、無視したり冷たい態度をして

しまうと思います。でも校長先生は「かしこく、やさしく、たくましく」と話してくれて確かにそうだなと思いました。な

ので、そういうことを言われたりしたら、「かしこく、やさしく、たくましく」を大切にしていきたいと思います。 

（6年さん） 

 → 自分だったらどうするかを考えながらも、解決のキーワード「かしこく やさしく たくましく」を心にとめて 

「大切していきたい」と考えたことろがいいですね。 



今年の漢字① 

大澤 桃さん 
友 友だちと一緒にいっぱい遊んだから、友の漢字にしました。（1年） 

小林 新汰さん 一 ぼくは一つ一つあきらめずにがんばったので、ぼくの今年の漢字は「一」です。（1年） 

高瀬 恵人さん 字 漢字を勉強して好きになりました。（1年） 

笹澤 結芽さん 心 
みんな「かしこく」「やさしく」「たくましく」しているから、こんな漢字にしました。 

（2年） 

寺澤 羽純さん 幸 
「たくさんの人たちが『幸』になれる大切な 1年間だったな」と思えるからです。 

（2年） 

高井 佑都さん 思 
他の友だちのことを思いやり、相手の気持ちをどう思っているのか感じたいから。 

（3年） 

竹花 奏汰さん 早 戦争が早く終わってほしいから。（3年） 

淀川 真愛さん 叶 自分の夢を叶えるためです。（3年） 

清野 茉穂さん 楽 
もちっこ祭りとマラソン大会があって、もちっこ祭りは仲良くなれて楽しい、マラソン大

会で汗をかいて体力をつけるために走ったことが楽しいの「楽」です。（3年） 

栁澤 杏奈さん 助 
4年生になって、人に助けてもらうことが多くなったので、次は私が人を助けたいと思っ

たので、「助」にしました。（4年） 

清水 絢音さん 楽 
今年は新しい友だちもできたし、クラス替えもあって 3年、2年、1年の時とは違う楽し

さがあったから。（4年） 

篠原 海音さん 美 
私がこの「美」の漢字にしたのは、みんなが美しく、みんなが認め合って自分が自分を好

きになっていくのが「美」という漢字に私はつながりました。（4年） 

佐藤 優斗さん 知 
なぜなら、ぼくはこの一年でいろんなことを知りました。ぼくはその知ったことをもっと

知り、もっと学びたいです。（4年） 

矢嶋 美空さん 汗 みんなで汗をかきながら、一生懸命米作りをしたから。（5年） 

清水 頼人さん 楽 
5年になってコロナでも毎日が楽しかったから。これからも毎日楽しく過ごしたい。 

（5年） 

小林 寿々さん 試 
一番試してみる（チャレンジ）が多かった年だと思いました。登山に放送のカメラなど、

6年生へのステップアップで一番試すことが多かったと思います。（5年） 

小池 悠月さん 元 
理由は、コロナが増えたりしている中でもコロナにかからずに、元気に過ごせたからで

す。（5年） 

奥 愛莉さん 忙 

1月から 3月の 6年生になる前から 6年生になる準備などをしたし、6年生になってから

委員会や 1年生との交流などで、すごく忙しい 1年だったと思ったから「忙」にしまし

た。（6年） 

土屋 瑠唯さん 輝 
最高学年となり、6年生一人一人が委員長などの低学年に教え、リードする立場になり、

さらに一人一人が輝いていたから選びました。（6年） 

小松 理莉さん 読 この 1年間、毎日読書をしたから。（6年） 

岡野 大和さん 努 努力の漢字だから。この漢字を見ると元気を出せるから。（6年） 

篠原 遥愛さん 望 望月小学校に通うのが最後だから。（6年） 

髙塚  翼さん 耐 
コロナでたいへんな中でも、花咲かじいさんみたいに耐えることが大事だと思ったから。 

（6年） 

山田 麗央さん 笑 今年は卒業だから、みんなで笑って笑顔で卒業したいからです。（6年） 

森田はるみ先生 田 
教室の窓から田んぼを見ながら子どもたちの成長を願っていたので。 

（稲穂のように実ってほしいと思っていました） 

 



今年の漢字② 

小林 大翔さん 学 子が大好きだから。（1年） 

戸井口 桜さん 月 月はきれいなので今年の漢字にしました。（1年） 

小林 千凜さん 友 友だちと仲よく 1年過ごしたので、この字にしました。（2年） 

柳沢 來羅さん 望 
望月の駒の話を聞いて、「望月と馬はそんな関係があるんだな」と思ったからです。 

（2年） 

白川 愛雪さん 楽 マラソン大会や音楽会を一生懸命がんばって楽しい気持ち。（3年） 

江本 夏菜さん 学 今年は理科、習字などを新しく習うようになったからです。（3年） 

笠原 彩優さん 楽 
なぜかというと、クラス替えや色々なことが 4年生にあったけど、3年のときとちがうク

ラスの人とも仲よくできて、今が楽しいからです。（4年） 

諸山 結泉さん 頑 

友だちに悪いことをされても、少しの文句は言ってしまうけど、頑張ってがまんしたり、

漢字検定もあまり 4年の漢字を覚えていないから「これはやばいな」と思って練習したり

したから、「頑張る」の「頑」の字を選びました。（4年） 

飯島 夢羽さん 思 

転校して不安な思いがたくさんあったけど、友だちの思いやりの気持ちで、今でも楽しく

過ごせるし、前の学校でもいるとき、転校するというのはものすごく辛い思いだったけ

ど、今は楽しい。（4年） 

渡辺 颯司さん 楽 
なぜかというとコロナでもその苦しみを受け入れて「楽」に生きていきたいから。 

（5年） 

川井 茜さん 努 

なぜかというと、今年は出来るようになりたいこととかがたくさんあったからです。例え

ば、私は運動が苦手なので、水泳のクロールや平泳ぎ、逆上がりなどです。そして、水泳

や逆上がりなどはずっと練習して出来るようになっています。努力の成果というのと、そ

の練習に付き添ってくれた友達のおかげだと思っています。これからも頑張って、出来る

ことを増やしていきたいです。（5年） 

木次ひなたさん 学 
理由は、修学旅行で、友達の大切さを学びました。友達がいてよかったです。これからも

友達を大切にしたいです。（6年） 

牧野 爽那さん 友 この 1年で小学校生活最後に友だちと楽しく過ごせたから。（6年） 

小宮山りあさん 争 ロシアとウクライナの戦争がおき、いろんな場所で争いがあったから。（6年） 

荻原 禄さん 進 

僕にとっての今年の漢字は「進」です。理由は、今年で小学校生活も終わり。けれど中学

校・高校と歩みを止めずに、まだまだ進み続けるということから今年の漢字は「進」にし

ました。その他の候補「楽」「優」「卒」の中から選びました。（6年） 

佐藤 心愛さん 超 

今年は超がいっぱいある年でした。理由は 1～2月ころ臨時休校があり、みんなと会えな

い時を乗り超えたり、修学旅行が延期になり長い期間を超えた楽しみがあったりしたか

ら。（6年） 

井出 大地さん 苦 

今年は、ウクライナとロシアの戦争や、コロナでたくさんの人が死んでしまったからで

す。僕もホントはもっと良い漢字にしようかなと迷いました。でもたまには「厳しく駄目

なとこも、注目しないとだめかな〜」と思って、「苦」にしました。（6年） 

マレイトン  

マコトさん 
字 漢字がたくさん書けるようになったから。（6年） 

下平圭祐先生 支 

６年生のみんなに支えられ１年でした。児童会、運動会、音楽会、修学旅行、もちっこ祭

り、６年生が自分たち創り上げていたと思います。４年生から一緒に過ごしていますが、

本当に大きく成長したなと感動しています。卒業まであと少し、支えたり支えてもらった

りして残りの時間を大切に過ごしていきたいです。また、サッカー日本代表を応援して支

えています。試合終了後のインタビューを観ていると「応援は力になる」ということを強

く思います。日本代表を応援して支えたり、6年１組のみんな、6年生、全校のみんなを

支えたりできるように全力で応援したいと思います。 

 



今年の漢字③ 

重野紗彩加さん 
学 1年生になっていろいろ学んだから。（1年） 

櫻井 友乃さん 空 青い空を見るのが大好きだから。（1年） 

熊木 美月さん 心 命は 1つしかないから、これから大切にしたいイメージです。（2年） 

清水 結奈さん 命 命は動物とか人間が大事だと思いました。（2年） 

濱 環凪さん 挑 
今年はいろいろなことに挑戦してみたり、自分に自信をもってやったりしたからです。

（3年） 

諏訪部伊月さん 走 今年はたくさん、いろいろな所で走ったからです。（3年） 

土屋 碧唯さん 合 
オリンピックやパラリンピックで負けても勝ってもどっちもたたえ合っているからです。

（3年） 

藤井勇市郎さん 進 みんなが何ごとにもあきらめない人になったらいいなぁ～と思いました。（3年） 

川井 晴道さん 友 これからも仲よくして、楽しく友情関係と心の気づかいを大切にしていきたい。（4年） 

依田 愛翔さん 練 
今年はサッカーを家でも学校でもやって、習い事でもやったから、今年の漢字は練です。

（4年） 

小林 優奈さん 優 今年は私も登校班の班長になって、低学年にも優しくなったから。（4年） 

土屋 弦也さん 初 
今年は委員会やクラブなどが始まって、初めてのことだらけだったので、初という漢字

にしました。（4年） 

金井 寛武さん 力 力いっぱいがんばれたり、できたりしたから。（4年） 

鷹野 愛菜さん 算 なぜかというと勉強の中で一番がんばったから。（5年） 

飯嶋 大翔さん 成 

理由は、僕は今年の運動会やマラソン大会で成長したと思います。 

運動会では組体操や表現運動で、4年生のときよりいっぱい成長したし、マラソン大会で

は、４年のときより、順位が成長しました。だから、成と言う漢字にしました。（5年） 

大森 一慶さん 精 
なぜかというと運動会や音楽会を去年よりも「精」いっぱいできたし、色々な行事に精力

的に取り組んだからです。（5年） 

武石 熙仁さん 修 今年で小学校を卒業するから学びを修めるという意味で選んだ。（6年） 

武重  航さん 命 コロナで死んだ人もいたけど、乗り切れたから。（6年） 

中村 海星さん 友 けんかしても仲直りして、より仲よくなった。（6年） 

小野澤 華さん 変 

理由はコロナウイルスで行動制限があったけど、今年は行動制限がなかったので、自由に

行動できたり、6年生は 1回修学旅行も延期になったりしたけど、11月にはちゃんと行け

て、去年と変わっていることが多い。（6年） 

千野菜々美さん 最 最高学年で小学校最後の 1年。最高に楽しかった 1年だったから。（6年） 

林 結樹さん 挑 
マラソン大会や明日チャレ、運動会など運動する行事が多かったので。また Wカップがあ

ったからです。（6年） 

小畑早恵香先生 喜 

6年生と修学旅行で思い出が作れた喜び。我が家の飼っていたウサギが逃げ出し、もう会

えないと肩を落としていたときに保護されていて再会できた喜び。望月小のみなさんや先

生方と無事一年を終えられる喜び。たくさんの喜びに出会うことができました。 

依田とく代先生 出 
ここ数年、家に引きこもる生活だったので、今年は少し出かけることができた一年でし

た。 

 



 


