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立夏、端午の節句、鯉のぼり
校 長 中 村 都 士 治

5月 を迎えます。 5月 5日 は「立夏」、春分と夏至のちょうど中間にあたり、暦の上では夏
の始まりです。また、5月 5日 は「端午の節句」 「菖蒲の節句」とも呼ばれます。 「端午」の
「端 (は し)」 は「始め、最初」、「午 (う ま)」 は「午の日」を意味します。 5月 は十二支
の午の月にあたり、5月 最初の午の日を節句としていましたが、「午 (ご)」 と「五」が同じ
発音であるために5日 を指すようになり、後に 5が重なる5月 5日 が端午の節句となったよう
です。

端午の節句は中国で生まれま した。 日本では、薫風に新緑がきらめくさわやかな季節 とい う
印象が強い立夏の時期ですが
寒暖の差が激 しくな り、昔か

まヽ した。 この時期は 日々の

も多かつたようで、厄除け、
毒除けをする意味で菖蒲や よもぎの葉を門に刺 して薬用酒を飲んだ り、チマキを食べた りした
そうです。

5月 に季節を迎える菖蒲は、強い香 りか ら薬草 として使われただけではなく、邪気を祓 うと
され、菖蒲を飾った り、枕の下に敷いた り、菖蒲湯に して入った り、お酒に入れて菖蒲酒 とし
て飲んだ りしていました。 「端午の節句」に様々な形で菖蒲が使われてきたので、別名 「菖蒲
の節句」 とも呼ばれています。

5月 に厄を祓 う風習は、 「端午の節句」 として奈良時代 (710年 ～ 794年 )の頃に 日本
へ伝わ ります。 日本でも、この時期には同じような理由から病気になる人々が多 く見られ、こ
の中国の風習は 日本でも定着 していきま した。また、 1日 暦では 6月 にあたるため、そろそろ田
植 えをするシーズンでもあ り、梅雨入 り前に豊作を願 う祭 りや厄払いをして邪気を祓い、鋭気
を養 う必要があ りました。
鎌倉以降の時代になると、端午の節句は武士の家庭での大切な行事になってきました。 「菖

蒲」が 「勝負」や 「尚武 (武 を大切にする考え)」 を連想 させ、菖蒲の葉が剣に似ていること
から、次第に 「端午の節句」は 「邪気を払 う行事」だけではなく、「武士の家庭の子供の身を
案 じ、出世や活躍を願 う行事」として続いてきました。

日本では「端午の節句」に鯉のぼ りを飾 る風習があ ります。近年の住宅事情により、家庭の
庭先に鯉のば りを飾 る家はたいへん少 な くな り、大 きな鯉 のぼ りはほ とん ど作 られ な くなった

とです。皐職 ( さつきのばり) 鯉の吹き流 しとも呼び、屋内に飾るものは飾 り鯉 と

、中国では 5月 を 「毒月」 と呼んでし
ら病気にかか りやす く、亡くなる人々

という
い うそ うです。本校でも用務主事 さんが 小さな鯉のぼりを 2階の職員室に上がるらせん階段
と校長室の表示板に飾っ
を兼ねて鎧ゃ兜、太刀を 飾 り、玄関には旗指物を飾ったそ つ “
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て くれま した。江戸時代 の武士の家庭では 「端午の節句」 に虫干 し
奥座敷に

に対抗 した町民が立てたのが始ま りのようです。中国の 「竜門」 とい う故事にちなんで滝を登
る鯉のように、子供が元気になることを願 う意味があ ります。

さて、 日本は春、夏、秋、冬 とい う四季がある国です。四季それぞれの美 しさに感動す る
ともありますし、それぞれの自然の厳 しさに脅威を覚えることもあ ります。私たち人間は、思
うようにならない自然の力に畏敬 と畏怖の念を抱きながら、自然 と共生することによって、自
然の恵みを受けて生きてきま した。その自然 との共生の歩みが文化 とな り、それぞれの国や地
域での四季折々の年中行事になったように思います。 「四季の行事や習慣は、人が生きるため
の 自然 との共生か ら生まれた暮 らしの知恵」 とい う人もいます。

「毒月」を迎え、今年も大きな邪気が猛威を振るっています。 自然 と共生
して生きてきた術と知恵で早く邪気を追い払いたいものです。そのためには、
やは り基本 とすることを習慣にしてしまう とではないでしようか。手洗い、
マスク、人 との距離など、自分ができることを しっか り身に付けることが大
切であ り、今の自然 との共生のような気が します 5連体のお休みにな りま
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す。ご家庭でのご協力・ご指導をよろしくお願いいたします。



日 曜
庭

放

校

開 5月 の行事 等

6 木
4時間授業
校門挨拶(5年 )

Zト
エ

集団下校)→延期

時間授業

緑化植付(4年 )

10

8

9

月

土
亜 0

引き渡し訓練(1・ 2年のみ/雨天中止)

委員会②
消防写生会(2年 )

公開なし)土曜授業②(

11 火

曜時程 (5時間)

科健診② (1・ 4・ 5年 )

検査1次 回収

12 水
内科検診(1・ 2年 )

尿検査1次追加回収

時程(5時間)

時程始

13 本

14 金

水曜時程(5時間)

児童集会
安全指導

17 月
ラブ②
育実習始

18 火 '合
せ(6校時)

19 水 下校

20 木 全学年)

21 金 Zゝ

=

24 月
曜時 (5時 間 )

会係打 せ (6校時 )

25 火

水

27 木
国学力・学習状況調査(6年 )

28 金

時間授業(1～ 5年 )

係打合せ・前日準備(6年 )

リハ

29 土

一年生が仲間入り

特別活動主任 中島 正皓
4月 16日 (金)に、一年生の子供たちに向け

て、各学年からお祝いの気持ちを表したムービー
レターを放映しました。例年は体育館に一同に介
し、お祝いの出し物を見せ合ったのですが、感染
症対策も兼ねてこのような形になりました。どの

学年も劇にしたり、呼びかけにしたりと、とても
工夫に富んだものになつていて、一年生も楽 しん
で見ていました。
一年生が、お返しのメッセージを用意してくれ

ているそうなので、それも楽しみです。

壁酒纏鐵|コーナー

今月の生活目標「友達と仲良くしよう」
生活指導主任 中里 奈穂

先 日は保護者会にご出席いただき、ありがとう
ございます。配布 しました「東十条スタンダー ド」
|ま ご覧いただけましたでしょうか。昨年度までの
「東小のきまり」を検討 。見直 したものです。ぜ

ひ、ご家庭でお子さんと確認する時間を設けてく
ださい。子供たちが健やかな学校生活を送れるよ

う、ご協力をお願いいた します。
1年生の個別下校が始まりました。通学路を守

り、急な飛び出しをしない等、交通安全に気をつ

けて登下校するように指導 してまいります。

尚、5月 7日 (金 )に 予定してお りました集団下
校は、緊急事態宣言を受けて、延期 とさせていた
だきます。 8日 (土)の 1・ 2年生を対象 とした引
き渡 し詐1練は、雨天時中止 (2時間授業後、下校 )

に変更いたします。変更が多く申し訳ございませ
んが、よろしくお願いいたします。

どきどき わくわく 学校生活

1年 2組担任 根木 苑美

入学から 1か月がたとうとしています。自分で
できることが増え、 「できた」 「楽 しい」という
声がたくさん聞こえるようになりました。平仮名
や数字など、今後の基本 となる学習に、一生懸命

取 り組んでいます。先 日の対面式では、緊張 しな
がらも練習の成果を発揮でき、誇 らしげな様子で
した。学校探検を行 うと、 「6年 生の教室はど
こ ?」 「この ドアを開けると何があるの ?」 「プ
ールがあった |」 など、みんな興味津々。これか

らの学校生活に胸を躍 らせている 1年生です。


