「ノーベル物理学賞」を受賞（H26）された赤崎勇さん（大
龍小学校卒業生）は，子どもの頃から好きなことにコツコツ打
ち込む少年だったそうです。「実現は不可能」と言われていた
研究を決して途中であきらめずに，信念を見失うことなく，た
だただ静かにとことん突き詰めていった結果，青色発光ダイオ
平成３０年１１月２日発行
ード（LED）の開発に成功されたのです。
テニス界で躍進中の錦織圭選手や大坂なおみ選手もそうで
ＨＰアドレス：http://keinet.com/dairyuus/
す。子どもの頃，ラケットを握る手の皮が破れ，体中汗まみれ，
立てなくなるほどの厳しい練習を毎日毎日続けたそうです。世
心ひかれる子どもの成長
界中から集まってきたプレーヤーと名門スクールで学びます。
～「本物の格好良さ」を求めて！～
そこには，想像を絶するような苦悩の連続が待っていたといい
ます。
大龍小学校 校長 福田 裕生
「汗を流しながら真剣に取り組む姿」，
「面倒なことであって
も愚直にコツコツと続ける態度や行動」のずっと先に，
「本物
姿・形の見栄えや人の態度・行動の素晴らしさなどに心ひかれ
の格好良さ」があることを，三人の今の姿（威張らず，自慢せ
た時に，「格好いい」と表現することがあります。しかし近年，
ず，感謝の思いを込めた物静かな語り）が証明しています。
その言葉の使い方に変化が生じているという指摘があります。
「姿・形を飾り立て見栄えがすること」と「力を抜いて適当に
取り組むこと」がカッコいいことであり，「汗を流しながら真剣 「本物の格好良さ」にたどり着く数歩手前には，必ず「心ひき
に取り組む姿」や「面倒なことであっても愚直にこつこつと続け つける成長」の姿があります。そんな姿を数多く生み出せるよ
る態度・行動」はむしろ，カッコ悪いだの，ダサいだのと一蹴し う，２学期終盤も信念をもち，本物の指導・教育を求めて取り
てしまう傾向が強くなっているというのです。この秋，本校で見 組んでいきます。「見栄えだけを良くすること，適当に取り組
むことは決してカッコいいことではない」と，私たち大人が正
つけた「心ひかれる成長の姿」の幾つかを紹介しましょう。
面から，そして後ろ姿でも教えていくことが大切なのかもしれ
ません。
◇ 響く歌声！ 体全体を使って声を出し，にこやかに！

鹿児島市立大龍小学校｢学校だより｣

え

の
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き

先月，３日間にわたり中国の方が本校の教育活動について視察
されました。正門での元気なあいさつはもちろん，毎朝，教室か
ら聞こえてくる歌声や唱和（敬愛の教え・努力の諭し）に感激さ
れていました。４年生は，学校代表として校区文化祭（２組）と
市音楽会（１組）で歌声を披露します。音楽専科や担任のアドバ
イスや仲間の指摘を素直に受け止め，高いレベルを目指した成果
が，体育館の隅々にまで響く歌声と堂々とした態度として現れて
いました。本番が楽しみです。
◇ 手をつないで登校，ボランティアで落葉掃きや球根植え！
～異年齢の子ども同士も仲良し～
秋季澄む季節になり，肌寒さを感じるようになってきました。
高学年の子どもが低学年の子どもの手を握って登校する姿を
見つけました。「いいね～。仲良しこよしだね～」と話しかけ
ると，「うん，手が温かいもん！」と嬉しそうに答えてくれた
低学年。「校長先生！ぼくたちも手伝います」と，正門付近の
落葉掃きや球根植えをしてくれる４～６年生。ほのぼのとし
て，心がポッと温かくなるような微笑ましい光景です。「♪～
手をつなごう，みんなで手をつなごう～♪」。確か，こんな歌
がありました。昼休みになると，高学年が低学年の面倒を見な
がら，そして男女一緒に汗びっしょりになって遊んでいる姿。
大龍小学校ならではの真の思いやりと子どもらしさが弾けて
いる姿です。
◇ 教職員も明るく前向き！
～授業や教育環境づくりへのこだわり～
「毎日の授業で勝負」「それぞれが役割を果たし切り，想定を
超える成果を」。子どもと一緒に動き，語り，考え，汗も涙も流
し，保護者や地域の方々とも真正面から向き合い，寄せられる声
も大事に生かしながら日々の業務に当たっています。「目指した
い授業，育てたい子ども，創り上げたい学校環境」のイメージを
絶えず持ちながら，信念・協働・快活（笑い）の気風あふれる学
校づくりに邁進中です。

中国の方が大龍小を訪問
１０月９日，１６日，１７日に中国人の李広彬さんが
大龍小を訪問されました。李さんは会社の自主研修で鹿
児島を訪れていて，
「敬天愛人」
「奮励努力」を校訓にし
た本校の教育に興味を持たれ，宿泊先のオーナーに相談
され今回の本校訪問となりました。
李さんは，大龍小の子どもたちの正門であいさつする
姿，朝から校庭で元気に遊ぶ姿，朝の歌や「敬愛の教え，
努力の諭し」を唱和する姿，学校支援ボランティアの方
が協力したそろばんの授業，トイレのスリッパやぞうき
んがきれいに並べてある様，学校内に朝二小との交流の
足跡が分かる交流室，赤崎勇先生の業績を称えるノーベ
ル賞の部屋があり，隣に大龍歴史資料館を整備している
ことなど，大龍小の日々の姿に驚きと感嘆の言葉をたく
さんくださいました。別れ際には校長と固く握手され，
何度も何度もお礼の言葉を言いながら名残惜しそうに
帰って行かれました。李さんから中国伝統工芸品の中国
結びと切り絵のしおりをいただきました。校長室廊下に
展示してありますので御来校の際はぜひご覧ください。
大龍小の日々の取組が，国外の方に感動を与える。大
龍小の教育の良さを再認識した李さんの訪問でした。

スイセンの球根を植えています。
坂元台小校区にお住まいの方から
「スイセンの球根はいりませんか」
とお電話をいただき，学校の外周フ
ェンス沿いに植えようと思い，あり
がたくいただきました。
球根植えのボランティアを子ども
たちに呼びかけたところ，６年生を
中心に１０人ほどの子どもたちが手
伝ってくれることとなりました。
自分たちで１０cm 間隔に土を掘り植えていきましたが，楽し
くなってくると間隔も“てげてげ”になることも。しかし，進
んで役に立ちたい気持ちを大事にしつつ，芽が出てきたときの
ことを楽しみに作業をしました。
スイセンの花が咲く頃，自分たちが行ったことが喜びに変わ
ります。子どもに笑顔の花が咲くのも楽しみです。

学校歯科医の義川先生，おめでとうございます！

ＰＴＡバザー・校区文化祭に御協力を！
１１月１０日（土）は, 大龍小学校において校区文化
祭とＰＴＡバザーを下記のとおり開催します。本年度は
第二土曜日に期日を設定して初めての試みです。実施予
定時間は下記のとおりです。
〇 校区文化祭
9:00～15:00(9:00～10:30 文化講演会)
・ ４の２合唱「大切な友達」他 10:40 ごろ(文化講演会の後)
・ 金管バンド「西郷どん」他 13:20 ごろ
・ 大龍小演劇クラブ「風になって」13:50 ごろ
・ 大龍小ダンススクラブ「Closer」14:19 ごろ
・ ６年親子合唱「栄光の架け橋」14:43 ごろ
〇 ＰＴＡバザー 食品販売 11:00～14:00
ゲーム・提供品・出店者 12:00～15:00

本校の学校歯科医の義川伸一先
生が，平成 30 年度学校保健及び学
校安全文部科学大臣表彰(学校歯
科医)を受賞されました。義川先生
は長年本校の学校歯科医のみなら
ず，平成 21 年度まで県歯科医師会
の常務理事を務められるなど，子
大龍歴史資料館プレオープン
どもたちの歯科衛生に顕著な功績
北校舎３階ノーベル賞の部屋隣に大龍歴史資料館を
を残されました。本校のむし歯治
プレオープンします。整備に当たり，７月から大龍小元
療についても適切なアドバイスをいただいているところです。
本校の学校歯科医の先生の誉れある受賞に児童・職員一同大 校長の山田先生，春山さん，山下さん，白坂さん他，地
域の方々のお力をお借りして進めてきました。御来校の
変喜んだところでした。
際は，ぜひ大龍歴史資料館にお立ち寄りください。

平成３０年度キャッチフレーズ「明るいあいさつ，協力・奉仕，思いやりの言葉」がいっぱいの大龍小

「わくわく・ドキドキ」１０月の学校生活風景

子どもたちの頑張りに拍手！

硫黄島での集団宿泊学習
１０月１６～１８日の二泊三日で５年生が硫黄島へ集団宿泊学習
に行ってきました。ジャンベ弾き体験や三島小中学校との交流，漁
船体験など様々な体験活動を通して多くのことを感じ，学ぶことが
できた三日間となりました。離島に行くこと自体が初めてだという
子も多く，子どもたちにとって貴重な体験となったことと思います。
硫黄島の方々をはじめ，様々な方々のおかげで充実した集団宿泊学
習になりました。

１０月１１日に行われた市小学校陸上記録会。選手に選ばれた子
どもたちは運動会終了後，期間が短い中でしたが大会に向けて，練
習を頑張り本番を迎えました。当日は雨模様のコンディションに恵
まれない中，精一杯競技しました。結果，３名とリレー１チームが
鹿児島市ベスト１０に入賞しました。

◇

◇

第３４回大龍校区住民運動会
２１日（日）に第３４回大龍校区住民運
動会が行われました。さわやかな秋風が吹
き，雲一つない素晴らしい天候の中，三年
ぶりの開催となった校区運動会には，多く
の校区の方々が参加されました。翌日の子
どもたちの日記には，楽しかった思い出と
来年こそは優勝するぞ！という意気込み
もたくさん書かれていました。
◇

芸術鑑賞会「目に見える歌」
１０月２５日（木）に芸術鑑賞会を行い
ました。公演してくださったのは，いちき
串木野市の NPO 法人「ハッピーブリンデ
ン」の方々です。「音が聞こえる人と聞こ
えない人が，同じ空間で楽しめるコンサー
ト」を目指して活動を始められたそうで
す。歌を３つの要素（気持ち，テンポ，歌
詞）に分けて，それぞれの担当のパフォーマーがダンスや手話で表
現していました。子どもたちも舞台に上がり，楽しい芸術鑑賞会と
なりました。

シリーズ 子どもたちに伝えたい西郷どんの教え

【鹿児島県なぎなた選手権大会】
演技 ２位 4 年 福留 結依 川邊
試合 １位 2 年 小田 達仁 6 年
2 位 6 年 福留 凛
3 位 4 年 樋口 未莉

11 月・12 月の主な行事予定

ゆらん
三好 可純
11 月 12 日(月)～16 日
(金)放送委員会の子どもた
ちが「鹿児島弁」を使った
校内放送をします。

【11 月】
1 日(木)

種目
順位 名前
記録
６年男子 100ｍ
２位 武 幸希
１３秒３
６年女子走高跳 ８位 前田 まりあ
１ｍ２０ｃｍ
５年女子ソフトボール投げ ６位 福山 芽依
３６ｍ３６ｃｍ
６年男子 400m リレー ８位 今吉大海，宮﨑優星，田中慎之介，武幸希 ５７秒０
陸上記録会の他，これまで各種コンクール，スポーツ少年団の大
会で大龍小の子どもが受賞していますので主なものを紹介します。
【KKB 硬筆コンクール】
金賞 １年 阿久根 碧，５年 本山 夏帆
【第５５回南日本硬筆展】
優秀賞 １年 中園 ハジメ，有村 凜心
２年 山下 瑛人，男澤 正太，３年 香月 里菜
４年 永江 航太，安永 秀久，村尾 美紗，川畑 惠亮
今福 眞子，安永 百伽，冷水 悠那
５年 阿久根 楓，高倉 里奈，本山 夏帆
【ごみの減量化・資源化とまち美化児童作品コンクール】
入選
５年 久保 究通，森永 翼羽
【橋の日スケッチ大会】
銀賞 ６年 岩坪 大夢 銅賞 ３年 岩坪 夢舞
【鹿児島市理科に関する研究記録展】
特選 １年 梁瀬 稟子
【鹿児島県昆虫・貝・植物・岩石展】
入選 ３年 淵脇 梨央
【市民あいさつ運動標語】
入選 １年 阿久根 碧，４年 坂元 奏太
【鹿児島県作文コンクール地区審査】
特選 １年 梁瀬 稟子，５年 下園 卓武，６年 髙橋 叶愛
【鹿児島県図画作品展鹿児島市地区審査】
特選 １年 衛藤 志龍，森山 碧樹
３年 内村 浩人 山﨑 蓮 ６年 星原 椿
【毎日ジュニア本因防戦（囲碁大会）】
優勝 ５年 宮原 希生
【鹿児島市ソフトバレーボール大会】
優勝 大龍バレーボールスポーツ少年団 A ﾁｰﾑ・C ﾁｰﾑ ３位 B ﾁｰﾑ
【よしの東バレーボール大会兵六杯】
優勝 大龍バレーボールスポーツ少年団
【鹿児島市地区新人バレーボール大会】
女子 B パート優勝 大龍バレーボールスポーツ少年団
【ライオンズクラブ交流バレーボール大会 2018】
準優勝 大龍バレーボールスポーツ少年団
【鹿児島市民体育大会 空手の部】
低学年の部 2 位 2 年 大園 桔平
中学年の部 3 位 4 年 上橋 一心

クラブ活動⑨，ＰＴＡあいさつ運動
地域を育む「かごしまの教育」県民週間（～7 日）
3 日(土)
文化の日，おはら祭り
4 日(日) 日曜参観，ＩＳＯ強調週間(～9 日)
5 日(月) 日曜参観振替休日
6 日(火) ６年生修学旅行(１日目)，学級タイム
7 日(水) ６年生修学旅行(２日目)，家庭教育学級給食試食会
8 日(木) 歯の日，６年休養措置日，２年人権教室(５校時)
9 日(金) 安全の日，ベルマークの日，バザー，文化祭準備
10 日(土) 土曜授業 ＰＴＡバザー，校区文化祭，赤い羽根募金
12 日(月) 学年朝会，校内読書旬間(～22 日)
13 日(火) にこにこタイム（11/30 まで，持久走大会に向けてのかけ足）
14 日(水) 委員会活動⑩
15 日(木) 交流の日，就学時健康診断(午後)
16 日(金) ３年人権教室(５校時)
18 日(日) 歩こう会(大竜町)
19 日(月) 食育の日，特活朝会(プチ自慢)
20 日(火) ６年卒業アルバム写真撮影(２～４校時・給食)，第４回ＰＴＡ理事会
22 日(木) ４年上町探検，クラブ活動⑩(３年見学)
23 日(金)
勤労感謝の日
26 日(月) 音楽朝会，五校あいさつ運動(～30 日)
29 日(木) 委員会活動⑪(児童代表・保健)

【12 月】
3 日(月)
4 日(火)
5 日(水)
6 日(木)
7 日(金)
8 日(土)
10 日(月)
11 日(火)
13 日(木)
14 日(金)
16 日(日)
17 日(月)
19 日(水)
21 日(金)
23 日(日)
24 日(月)

全校朝会，ISO 強調週間(～７日)，校内人権週間(～11 日)
校内年賀状 1 回目(～13 日)，ＰＴＡあいさつ運動
授業参観，ＰＴＡ懇談会(1・2 年：持久走大会)
授業参観，ＰＴＡ懇談会(3・4 年：持久走大会)
授業参観，ＰＴＡ懇談会(5・6 年：持久走大会)
市小学校音楽会（Ａグループ，市文ホ第 2 ）
歯の日，クラブ(反省)⑪，教育面談
安全の日，ベルマークの日
土曜授業
ノーベル賞ウィーク(～15 日)，ノーベル集会
学級タイム
委員会活動⑭（反省）
交流の日，教育面談
スポーツ少年団年末クリーン作戦（市内一円）
音楽朝会
食育の日
終業式
天皇誕生日
振替休日

１１月のめあて
○ 保健：歯の健康に 気を付けよう。
○ 給食：感謝の気持ちで 食事をしよう。
○ 生活：大きな声で あいさつをしよう。

第２章『学校で学ぶこと』→「知っているという事と，なぜ必要かを話せることは違う」（『西郷どんの教え』2007 年西郷隆盛公奉賛会出版）

