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目には見えない成長！
～

心で見なくちゃ

大龍小学校

校長

～

福田

裕生

風が冷たさを増す中，ボール遊びや縄跳び，ボランティア活動
で一日をスタートさせる子どもたち。教室からは陽気な歌声と，
大龍小の伝統の一つとなっている「敬愛のおしえ・努力のさとし」
の唱和が聞こえ，冷えた体の芯をほんのりと温かい気持ちにさせ
てくれます。
２学期も，多くの皆様方のお力添えや御指導をいただきながら
「子どもたちの命を守り育て，魂を磨き，力を付け，夢を広げ，
志を育む教育活動」を様々な形で展開することができました。心
から感謝申し上げます。

12 月第１週の「校内人権週間」や「人権教室（人権擁護員
を講師に迎えた授業）」で学んだ子どもの感想です。心の中に，
自分のより良い姿をイメージできたことが伝わってきます。
〇

人権とは「人が人らしく生きる権利のこと」，人権侵害
とは，「人の権利を侵すこと」ということが分かりました。
〇 人を見た目で「きもい」
「ださい」と判断したり，
「ちび」
「で
か」と呼んだりすることが，ひどい“いじめ”につながるこ
ともあると思いました。
〇 見て見ぬふりをすることが，“いじめ”になると分かったの
で，勇気を出して助けてあげたいと思いました。
〇 ひとりぼっちの人がいたら「いっしょに遊ぼう！」と声を
かけて，みんなが仲良くできるようにします。
「勉強をすれば面白いです。」「今日のテスト最後まで粘りま
す。」「校長先生！初めて算数で 100 点取りました！」 最近，
校内で拾った子どもの言葉です。内に秘められた成長を感じま
す。名作『星の王子さま』の著者フランス人作家のサン・テグ
ジュペリは，「心で見なくちゃ，ものごとはよく見えないって
ことさ。肝心なことは，目に見えないんだよ。」という名言を
遺しています。

校内人権週間【12 月 3 日～12 月 10 日】
本校では１２月３日から１０
日を校内人権週間と位置づけ，人
権標語や人権作文を給食時に校
内放送で発表し，また人権に関す
る授業も行いました。
職員室近くの廊下には，子ども
たちが考えた人権標語が掲示さ
れました。子どもたちは足を止め
て標語を見ながら，日頃の友達との接し方を振り返り，
人権についてそれぞれ考えていました。
子どもたちも私たち大人も人権意識を高め，学校や地
域，家庭での生活をより楽しく豊かなものにするため
の，きっかけとなるような人権週間となりました。
～人権標語を紹介します～
【１年】
うれしいな たすけてくれて ありがとう 家村大河
わたしはね やさしいひとに なりたいな 川﨑一花
「あそぼうよ」 ともだちいっぱい あつまった
中村芯美
ともだちとのそとあそびは ぼくのこころの エネルギー
坂元陽太
【２年】
それいいな きみのかんがえ たのしそう 岩田優士
うれしいな みんなのえがおが プレゼント 田尻湖花
あそぼうよ そのひとことで ニコニコだ 舞田心羽
人間は なかよくしないと さみしいよ
福山昊道
【３年】
たくさんある きみのいいとこ 知ってるよ 雪丸優斗
かわいそう そう思ったら 声かけよう
榎園十寧
なくそうよ 心がチクチク する世かい
萩原茉央
手だすけをすると みんなが ハッピーだ 河野咲音
【４年】
「遊ぼう」と 声かける勇気 かっこいい 窪田泰基
友達と 自分がちがって なにが悪い
福留衣紀
それいいの 差別する前 考えて
齊藤友莉亜
差別なし ちがうところが いいところ
永江航太
【５年】
西郷の 教えの通り 人愛す
永静琉
人権は みんなが持ってる 宝物
山元弥侑
つなげよう 君と ぼくの 心の手
神田優仁
見てちゃだめ あなたの一言 まっている 林莉央
【６年】
格好悪い 見ているだけのあなたから
ゆうきをだして あの子のもとへ 下原愛琴
ぼくたちは いじめの火を消す 消防士
木原環
「認め合う」 その気持ちが 第一歩
齊藤玲良
平等に 相手の気持ちを 考えて
德重翔樹

ある日，校長室の掃除をしてくれる６年生が，「校長先生，サ
子どもたちを，目でも「心」でも見ながら，１年の成長を確
ンタクロースって本当にいますよね？」と話しかけてきました。 かめ合いたいものです。サンタクロースがやってくる冬休みは
「もちろんだよ！」と答えながら，こんな話を思い出しました。 もうすぐです。幸せな年の瀬，そして新年をお迎えください。
1２０年ほど昔，アメリカで本当にあった話です。当時８歳の
「頑張ったみんなに金メダル！」持久走大会
少女ヴァージニアが，「サンタクロースは本当にいるのでしょう
か？」とサン新聞社に手紙を書き，それに対して新聞社は社説で
１２月５日(水)から８日(土)にかけて，
回答したのです。
校内持久走大会を行いました。子どもたち
は朝のにこにこタイムでのランニングで練
【サン新聞社が書いた社説を要約】
習を重ねてきました。そして本番。子ども
目には見えない「愛や寛容」そして「献身」は，確かにこの世
に存在しています。ヴァージニア，あなたも知っているように， たちは練習で付けた持久力を自信にして，
それぞれの力を大いに発揮しました。
多くの愛や寛容や献身が，あなたの生活に素晴らしい美しさと喜
そのような中，４年生の斜木成皓くんが大会新記録を更新し
びを与えてくれるのと同じように，サンタクロースの存在も確か
ました。みんなの持久力が高まったことを大いに感じた大会に
なことなのです。誰も，サンタクロースを見たことがないという
なりました。
のは，サンタクロースがいないということじゃないのです。
【各学年で１位に輝いた児童】
世界で一番大切で本当のことは，子どもにも，大人にも見えに
学年（ｍ）
男 子
女 子
くいのです。とてもうれしいことに，サンタクロースは生きてい
１年（約 700ｍ）
山本 朔羅
中原 未侑
て，永遠に生き続けるのです。彼は子どもたちを喜ばせ続けるん
２年（約 700ｍ）
中里 福助
島田 陽菜子
ですよ。
３年（約 1200ｍ）
吉永 蓮
田川 心美
４年（約 1200ｍ）
斜木 成皓
村尾 美紗
サン新聞社がヴァージニアや読者に伝えたかったことは，「こ
大会新記録（今までの記録を５秒更新）
の世で本当に大切なものは，実は目に見えるものではなく，私た
５年（約 1800ｍ）
伊藤 瑠汰
中原 侑里
ちの心の中にある」ということだったのです。
６年（約 1800ｍ）
武 幸希
小杉 晴花
ノーベル賞ウイークの発明大募集や音楽朝会，授業中の子ども
「わきあいあい」居住地交流
たちのにこやかな表情や優しげな言動，そして真剣なまなざしの
１１月２９日に６年生の中村真梧くんが，１２月７日に３年生の倉野晃輔くんが大龍小に
数々に触れると，内に秘めたやる気や根気，好奇心や意欲，思い
居住地交流に来ました。居住地交流とは，特別支援学校の子どもたちが居住している地域の
やりや志，ひらめきやアイデア，気付く心や感じる心など，人の
学校の子どもたちと交流し，地域とのつながりを深める目的で行います。学期毎に行ってい
目には見えないものが一人一人の内面に着実に根を張り，太く深
る居住地交流。二人とも去年も交流し，今年も１学期に来ているので大龍小の友達とすぐに
い根っこになりつつあることを実感します。
打ち解けて，わきあいあいの雰囲気の中，また絆を強めることができました。
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」１２月の学校生活風景

「噛んつけ！」ノーベル賞ウィーク

◇ 租税教室
１２月７日（金）に，６年生が体育館
で租税教室を行いました。鹿児島法人会
青年部会の方々が講師として来てくださ
り，昔の税がお米だったこと，税金は何
に使われているかなど，税のことについ
てクイズを交えながら詳しく話してくだ
さいました。
「日本の税の始まりは？」と
いう問題がありました。答えは「租，庸，
調」ですが，答えられる子がいて，講師の先生から「よく知ってい
たね」とほめられました。社会科の学習もしっかりと定着している
ことが分かった租税教室でした。
◇ 特別支援学級親子レクリエーション
１２月８日(土)の放課後，特別支援学
級の親子レクリエーションが，ランチル
ームで行われました。毎年恒例の手当て
クイズ，ビンゴゲームで盛り上がりまし
た。
特別支援学級の保護者の方々には，レクリエーションが始まる前
の午前中，ランチルームの窓の障子替えをしていただきました。お
陰様で立派な和室が復活しました。特別支援学級の保護者の皆様，
ありがとうごさいました。
◇ ミニコンサート
１２月１４日（金）の昼休みに，
本校金管バンドによるミニコンサー
トが開催されました。今回は，翌日
に開催される県ソロ・アンサンブル
コンテストに出場する子どもたちに
よる演奏発表でした。これまで朝・
昼・放課後，休日たくさんの練習を
積み重ねてきました。とても素晴らしい演奏を聴かせてくれました。
昼休みにもかかわらず，１年生から６年生までたくさんの子どもた
ちが聞きに来ていて演奏後は大きな拍手を送っていました。１５日
(土)県ソロ・アンサンブルコンテストの結果，見事「金賞」。アン
サンブルの部で九州大会への出場権を獲得しました。金管バンドの
みなさん，おめでとうございます。

１２月１０日（月）～１４日（金）ま
での期間は，ノーベル賞ウィークです。
ノーベル物理学賞を受賞された本校出
身の赤﨑勇先生の偉業をたたえ，郷土の
偉大な先輩を目標に自分の夢を実現で
きるようにキャリア教育の充実を図る
ことをねらいとして行っています。自分
の夢について考えたり，考えた発明品のアイデアを募集し，発明
大賞を表彰したりしています。
１０日にノーベル集会を開き，子どもたちの考えた発明品の表
彰や赤﨑勇先生が発明した青色ＬＥＤの紹介などを行いました。
給食時間には，鹿児島県出身で夢を実現した方々の紹介や子ども
たちへのメッセージの紹介をしました。
また，ノーベル賞の部屋には，世界に５つしかない青色ＬＥＤ
の実物を展示し，昼休みには，目を輝かせながら偉大な発明品を
見つめている子どもたちの姿がたくさんありました。

学校評議員，民生委員合同会議 開催
１２月１３日(木)に初めての試みで
学校評議員・民生委員合同会議を開催
しました。この会議は，日頃から地域
で子どもたちがお世話になっている民
生委員の方々に学校での子どもたちの
様子を見てもらい，情報交換をしたい
という思いで企画しました。
学校経営の状況を聞いていただいた後，校内参観では授業の様子
や，新しく整備した「大龍歴史資料館」，本校の特色ある教育活動の
源となっている「ノーベル賞の部屋」などを見ていただきました。
学校評議員・民生委員の方々からは学校が外部に学校の取組を発
信している事を高く評価していただくなど，ありがたい意見をたく
さんいただきました。いただいた貴重な御意見は，３学期からの教
育活動に生かしていきたいと思います。
シリーズ 子どもたちに伝えたい西郷どんの教え

【発明大賞の発表〔第１期〕１１月１９日～１１月３０日募集分】
○ 「びいむ でんしゃ」１年 黒木あゆめ
「わるい人をみつけたら，びいむが出るようにな
っている。」
○ 「溶岩進入ぼうぎょスーツ」２年 林恭太郎
「いろいろな火山に入れて，よう岩にもぐれるやわ
らかいうごきやすいスーツで子ども用大人用にわ
かれている。」（通称「火山スーツ」」
○ 「何でもなれーる」２年 重久茜月
「外に何になったかがかいてあって，中にはドリ
ンクを飲んでほねをとかしたりふやしたりして着
替えさせる。」
○ 「ペンのでん気」３年 石田未来乃
「かたちはしかく。ふつうのえんぴつみたいにみ
えるけど，じつはペンのでんき。中には，でん気
がはいっていて，いろいろな色にかわるでん気。」
○ 「友達マカロン」４年 木原彩結
「食べて，なかよくなりたい子をそうぞうすると，
その子となかよくなれる。」
○ 「すなおになる」４年 尾迫桜朱
「すなおになれない人のために，上の所をもたせ，
レベルを設定したら，すなおになれる。」

１月・２月の主な行事予定
【１月】
4 日(金)
8 日(火)
10 日(木)
12 日(土)
13 日(日)
14 日(月)
15 日(火)
16 日(水)
17 日(木)
18 日(金)
21 日(月)
23 日(水)
28 日(月)
30 日(水)

仕事始め
３学期始業式，校内年賀状【2 回目】（～12 日）
ＰＴＡあいさつ運動，ＩＳＯ強調週間（～11 日）
鬼火たき 委員会⑬，安全の日，ベルマークの日
土曜授業
校区あいご会凧揚げ大会
成人の日
中学校入学説明会(長田中・清水中)
交流の日， 鹿児島学習定着度調査（5 年）【１日目】
仲よし作品展(～25 日)
鹿児島学習定着度調査（5 年）【２日目】
第５回ＰＴＡ理事会
食育の日，食育授業(６年)
学年朝会
６年人権教室
音楽朝会
小・中学校図工美術学習発表展（～２/８美術館）

【２月】
1 日(金)

2 日(土)
4 日(月)
6 日(水)
7 日(木)
8 日(金)
9 日(土)
10 日(日)
11 日(月)
12 日(火)
13 日(水)
14 日(木)
15 日(金)
17 日(日)
18 日(月)
19 日(火)
20 日(水)
21 日(木)
25 日(月)

ＰＴＡあいさつ運動，
にこにこタイム（2/6 まで，なわとび大会に向けての練習）
第 2 回スクールゾーン委員会
ＰＴＡ資源リサイクル運動② ※ ３日(日)予備日
全校朝会，ＩＳＯ強調週間(～8 日)
なわとび大会
京セラ出前授業(６年)，委員会活動⑭
歯の日，安全の日，ベルマークの日
土曜授業
第 1 回大龍校区「立志の集い・かんまちっ子」健全育成大会
建国記念の日
劇団四季観劇(午後：６年生)
入学説明会
九電出前授業(６年)
第２回学校保健委員会，第２回給食委員会
交流の日
歩こう会(長田町)
特活朝会，第６回ＰＴＡ理事会
食育の日，第２回大龍小幼･保･小連絡会
県下一周駅伝(応援)
委員会⑮(代表･児童保健)
音楽朝会，創立記念式(135 周年)
第２回学校評議委員会
授業参観･ＰＴＡ懇談会(低学年)
授業参観･ＰＴＡ懇談会(中学年)
授業参観･ＰＴＡ懇談会(高学年)
お別れ遠足・６年生を送る会，ＰＴＡあいさつ運動

○ 「きずな手ぶくろ」５年 神田優仁
「この手袋をはめるとみんなをハッピーにし，けん
かや戦争をなくす。」

26 日(火)
27 日(水)
28 日(木)
3／1(金)

○ 「電池ボックス」６年 山鹿由里
「右側の充電がなったとき，左の携帯の充電を電池
ボックスを通し分け合う。２等分してぴったり同じ
にしてくれる。」

１月のめあて
○ 保健：生活のリズムをととのえよう。
○ 給食：冬の食事と衛生に気を付けよう。
○ 生活：ろうか･階段は走らず静かに歩こう。

第２章『学校で学ぶこと』→「勉強だけできてもダメ。大きな愛情を持っているかが大事」（『西郷どんの教え』2007 年西郷隆盛公奉賛会出版）

