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笑顔であいさつ

根気よく学び

思いやりの心をもつ

尼崎市立武庫南小学校
校長 小寺山 道久

あけまして おめでとうございます
令和４年が始まりました。各ご家庭では 、どのよう
な冬休みを過ごされましたでしょうか。 今年も、新型
コロナウイルス感染予防対策が続きますが 、武庫南小
学校の子どもたちにとって、そして保護者の皆様や地
域の皆様にとって、幸多い年になりますよう お祈り申
し上げます。今年もどうぞよろしくお願いします。

『ステップアップのために』
昨年は 夏季 東京 オリ ンピッ クで の日 本人の 活躍 、将 棋界 の藤井 聡太 さん や野球 界 の
大谷翔 平さ んの 活躍な ど、 新型 コロ ナウイ ルス によ る制約 が続 く中 でも 明るい 話題 が
ありま した 。ま た、宇 宙飛 行士 でな くても 宇宙 に行 くこと がで き、 いよ いよ「 宇宙 旅
行の時代が始まった」という年でもありました。
ところ でロ ケッ トは なぜ宇 宙に 向か って飛 んで いく こと ができ るの でし ょうか 。 実
はロケ ット は地 面をす ごい 力で 蹴っ て（燃 料の 噴射 ）宇宙 に向 かう 力に 変えて いる の
です。 その よう な力を 「作 用反 作用 の力」 とい いま す。速 く走 ろう と思 えば、 地面 を
力強く蹴る必要があるのも同じことです。
しかし なが ら地 面が しっか りと 固ま ってい なけ れば 高く 飛んだ り速 く走 ったり す る
ことが でき ませ ん。学 習に 関し ても 同じで 、今 まで に学習 した こと が定 着し土 台が 固
まらないと、より難しい学習に取り組むことができません。
この３ 学期 は新 しい 学習だ けで はな く、復 習を しっ かり としな がら 新し い学年 に 備
えてく ださ い。 ノーベ ル物 理学 賞 を 受賞さ れた 真鍋 淑郎さ んは ５０ 年以 上前か ら地 球
温暖化 によ る影 響を研 究さ れて いま した。 気象 学（ 天気な どの 学問 ）は 、日々 の気 象
データ （基 礎デ ータ） をコ ツコ ツと 長期間 積み 上げ て、分 析す るこ とが 必要と され ま
す。小 学校 で学 習する 内容 は、 将来 大人に なる ため の基礎 デー タの よう なもの です 。
ぜひコ ツコ ツと 積み上 げそ の定 着を 土台に して 、力 いっぱ い踏 み込 んで 、ステ ップ ア
ップする力に変えてください。
それで は、 ３学 期も 今まで と同 様に 体調管 理を しっ かり として 元気 いっ ぱい学 校 生
活を送 りま しょ う。保 護者 の皆 様 に おかれ まし ても 新型コ ロナ ウイ ルス 感染予 防に 苦
慮されていることとは思いますがくれぐれも健康にはお気をつけください。

