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「鳴鳳在樹」～

平成３０年 １月 ９日
さいたま市立大宮小学校
ＴＥＬ ６４１－７０５１

学校の木「青桐」の由来 ～
校 長

西川 和利

穏やかに新しい年を迎えられたことと存じます。
本校は、今年、創立１４５年目を迎えます。教職員一同、本年も
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、本校第２１代校長の黒田春海先生から、校庭の青桐の由来
についてお話を伺いました。そこで、青桐に込められた先人の思い
や、いつ頃から「学校の木」となったのか紹介します。
書道の手本の中に「千字文」という本があります。この「千字文」
というのは、
約１５００年前に中国の子どもたちの練習の手本とし
て中国の格言などを４字熟語にして２５０、従って１０００字集めたものです。この中の３３番目に「鳴鳳
在樹」
（めいほうざいじゅ）というのがあります。これは「鳳凰という鳥が、木で鳴いている」という穏や
かな風景を詠っているものです。この「鳳凰」という鳥は想像の鳥ですが、御神輿の上に止まっている鳥で、
鳳が雄、凰が雌だそうです。そして、３４番目に「白駒食場」
（はっくしょくじょう）と続きます。駒は馬
のことで、白い馬が庭で草を食む穏やかな世の中の風景を詠っています。中国では、皇帝がよい政治をする
と鳳凰が木に降り立って鳴くという言い伝えがあるそうです。
それで中国の役所の庭には青桐が植えられて
いたと言います。実際、中国の古い漢詩の中には、地方の役所に左遷させられた役人が青桐の上に昇る月を
見て、都や故郷を思うなど青桐が出てくる漢詩がいくつもあります。中国最古の詩集「詩経」には、
「梧桐
はホウホウ、セイセイ」高い草がボウボウと茂るように繁り、
「鳳凰はヨウヨウ、カイカイ」と柔らかい声
で鳴くと書かれています。そして、
「鳳凰は、梧桐にあらざれば住まず、竹実にあらざれば食せず」と書か
れています。中国では、青桐を「梧桐」と言い、これは青桐の古い名前です。
昭和４８年の創立百周年記念誌「百年のあゆみ」に掲載されている、地域の新井広正氏が描かれた「５０
年前の町立大宮尋常高等小学校想像略図」では、今の中央通り側に青桐が植えられ、校庭の南にはポプラや
桜、ヒマラヤ杉などが植えられています。そして、大正時代の頃の服装や施設の記述では、カラタチの垣根
や桜などとともに青桐が茂っていたと書かれていることから、
その後まもなく今のように植え替えられたの
ではないか、と黒田先生は話されています。さらに、黒田先生は想像として、
「大正末期から昭和の初めに
かけて古い校歌を作詞・作曲された第６代校長丸山近美先生の時代に、それまで校庭にあったポプラやヒマ
ラヤ杉などを伐採して、青桐を現在の場所に移植したのではないかと思います。その時の校長や地域の人た
ちは多分この中国の故事をご承知で、大宮小学校が鳳凰の住み着くような『よい経営』
・
『よい教育』をする
学校にしようという願いや決意からであったのだと思います。
」と話されました。
このように、青桐は教員や地域の人たちの大宮小学校教育への熱い思いを象徴する木だったのです。大宮
小教育の伝統の象徴、それが青桐が「学校の木」である所以なのです。そして、この青桐を「学校の木」と
定めたのは第２０代校長小豆沢幹夫先生であったことも伺いました。
黒田先生のお話を伺って青桐の重みを
実感するとともに、
青桐に込められた先人たちの思いがいつまでも語り継がれていくことを願った年頭でし
た。

【今月の生活目標】

楽しい給食にしよう
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【変更になる場合もあります】
行
事
等
【短縮 4 時間】学級の時間 始業式
一斉下校 書きぞめ競書会
【短縮 4 時間】朝学習
市学習状況調査③～⑥ 給食開始
おは活・朝読書 市生活状況調査③～⑥
ミニライブリハーサル
学級の時間 発育測定⑥
【学校公開日】 学級の時間 ミニライブ
租税教室⑥ 校内書きぞめ展(～19 日)
朝学習 通学班班長会議 発育測定⑤
あおぎり集会 委員会活動 発育測定④
朝学習 代表委員会 にこにこ相談日
発育測定③
朝読書 避難訓練(竜巻想定)
学級の時間 歯科巡回指導⑤
県小学校管楽器演奏発表会
朝学習 発育測定② 放課後チャレンジ
音楽朝会 クラブ活動 発育測定①
朝学習 発育測定[み]
朝読書 読み聞かせ①②[み] おはなし会
学級の時間 通学班編成会議 資源回収
土曜チャレンジ
第 58 回埼玉県小中学校児童生徒美術展【会場 うらわ美術館】
第 58 回埼玉県小中学校児童生徒美術展【会場 うらわ美術館】
朝会 クラブ活動
博物館学習③

2 月の行事予定(○数字は学年 [み]はみやのこを表す)
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【さいたま市学習・生活状況調査について】
今月の 10 日(水)、11 日(木)に、
「さいたま市学
習・生活状況調査」が以下のとおり行われます。
調査を実施し、結果を分析することで、子どもた
ちの学力の向上を図っていきます。ご理解、ご協
力をよろしくお願いします。
〇10 日(水)「さいたま市学習状況調査」(3～6 年)
◆調査教科 3,4 年 国語 算数
5,6 年 国語 算数 理科 社会
〇11 日(木)「さいたま市生活状況調査」(3～6 年)
◆調査委内容 生活に関すること
※1,2 年生の「生活状況調査」は、12 日(金)に配
付し、ご家庭にて親子で行い、15 日(月)までに担
任に提出してください。

【学校公開について】
今月の 13 日(土)に、学校公開を以下の通り行い
ます。お子さんの普段の授業の様子をご覧くださ
い。
【公開時間】9:35～11:30
【内
容】授業公開 ミニライブ
【下校時刻】11:50

【各種催しについて】
子どもたちの作品が見られる、各種催しについ
てお知らせします。ぜひ、足をお運び鑑賞くださ
い。

■第 58 回埼玉県小中学校児童生徒美術展
[日時] 1 月 27 日(土)～28 日(日)
[会場] うらわ美術館
[時間] 10:00～17:00

■さいたま市特別支援教育作品展
[日時] 2 月 1 日(木)～3 日(土)
[会場] プラザノース
[時間] 9:15～16:30(最終日は 15:30 まで)

■さいたま市書きぞめ展覧会(大宮支部)
【変更になる場合もあります】
[日時] 2 月 3 日(土)～4 日(日)
行
事
等
[会場] さいたま市立大宮小学校
おは活・朝読書 法教育⑤ セルフアイチェック(～14 日)
[時間] 9:00～16:00(最終日の入場は 15:30 まで)
さいたま市特別支援教育作品展【会場 プラザノース】
さいたま市特別支援教育作品展【会場 プラザノース】
【下校時刻変更のお知らせ】
特別支援教育作品展見学[み]
さいたま市特別支援教育作品展【会場 プラザノース】
【H30.1 月】
さいたま市書ぞめ展覧会(大宮支部)【会場 大宮小】 ○9 日(火)【短縮 4 時間】全学年→12:15 下校
さいたま市書ぞめ展覧会(大宮支部)【会場 大宮小】 〇10 日(水)【短縮 4 時間・給食開始】
全学年→13:30 下校
PTA 運営委員会

