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かすかな記憶
－ 人は人によってのみ人になりうる －

校 長 藤山 洋一
先日，衝撃的な記事を目にしました。記事の主である２９歳の青年は，２５年前のその日，

父親の腕の中に抱かれ，がれきの中から奇跡的に救出されました。彼の命を守った父親，そ
して母親や兄弟は皆，犠牲となりました。震災の記憶も家族との思い出もほとんどない彼が，
ただかすかな記憶として肌の感覚に残っているのは，光を遮ったがれきの中で父親に抱かれ
たぬくもりだったそうです。
そして，自身の孤独な長い時間を乗りこえ，今，消防士として活躍する彼が父親のように

人を守れる人間になりたいと思うようになったのは，かすかな記憶に刻まれたあの時の「ぬ
くもり」があるからだと。
「阪神・淡路大震災」から２５年。６，５００名もの犠牲を出した未曽有の惨事でありま

した。その中にあって，壮絶な体験を乗り越え，強くたくましく自分の人生を切り開いてい
った青年の生き方に心を打たれます。
「体験」は絶対の力を有し，千回の解説に勝る。体験なきところに意志は芽生えず，意志

なきところに未来は拓けずとも言われます。当然のことながら悲惨な体験は二度としたくは
ありませんが，震災という不幸な体験の中で，父親の命のメッセージが彼の人生を拓く原動
力となったことにはまちがいありません。
ひるがえって考えると，私たち教師は生涯を通じて多くの子どもたちと出会います。その

子どもたちに，はたして一人でも，一つでも真に心を動かす言葉（教え）を届けられている
のだろうかと自戒の念を禁じ得ないのです。
なぜならば，社会の変化に伴って，今学校を取り巻く環境があまりにも複雑化・多様化し

ていることから，教師たちに子どもたちとじっくり向き合うゆとりがなくなっていることを
強く感じるからです。昼休みは子どもと遊び，放課後は苦手な教科をじっくりみてやり，下
校途中の川べりに腰掛けて元気のない子どもの悩みを聴いてやり，子どものことを教師同士
で徹底的に語り，４０年程前かつて私がかけ出しだった頃の学校には，教師と子どもの間に
そんなぬくもりのある時間があったはずです。
次代の創り手を育成するという学校の第一義的な責務を果たすために，「学力」をつけると

いう課題を克服するために，心豊かに子どもの個性を輝かすために，そんな学校本来の仕事
に集中して取り組むために，今経営者として心を砕くべきは，教師たちの「ゆとり」をつく
り出すことであると思っています。教師と子どもがぬくもりに満ちた時間を共有して，ほん
の一かけらでも恩師とのかすかな記憶が子どもの心に刻まれるならばうれしいことです。
「人は人によってのみ人になりうる」と言いますから教師の子どもに与える影響は絶大で

す。

【保護者の皆様へ御礼】
先般，保護者の皆様にご協力いただきました「家族参観の実施に関するアンケート」では，

多くの保護者の皆様にご回答いただき，誠に有り難うございました。ご意見欄にもたくさん
の方が意見を書いてくださり，改めて様々なお考えや事情があるということが確認できまし
た。ここに，アンケートの結果と学校としての最終判断をご報告させていただきます。
Ｑ１ 家族参観日は必要ですか。 ※無回答があったため１００％になっていません。

必要 ６７．０％ 必要ない １０．４％ どちらでもない ２１．１％
Ｑ２ 実施するとしたら土曜日・日曜日どちらがよいか。（教員の希望アンケートも含む）

日曜日 ３０．１％ 土曜日 ３９．４％ どちらでもよい ２９．９％
＜結論＞ 様々なご意見・ご希望を踏まえ，総合的に勘案した結果です。御理解ください。

令和２年度から，６月第２土曜日（土曜授業日）に実施いたします。

さかなのなみだ

１２月２５日に行われました市のビブリオバトル大会
に，本校の代表として、６年富田琉雅さんが出場しまし
た。富田琉雅さんは，「さかなクン」の書いた「さかな
のなみだ」を紹介しました。富田琉雅さんがビブリオバ
トル大会で話したその内容を紹介します。

皆さんが今生きている世界にはいじめはありますか。
いじめは，子どもたちがいる学校だけで起こるもので
しょうか。幼稚園やお年寄りのいる老人ホームではお
こらないのでしょうか。もっと言えば人間の世界にだ
け起こっているのでしょうか。 ＜学校でのビブリオバトル＞

この「さかなのなみだ」は皆さんもよく知っているテレビでおなじみの魚博士の「さかな
クン」が書いた本です。やさしい色使いと，短い言葉で綴られています。低学年でも一瞬で
読み終えてしまうほど短いですが，読んだ後きっと一生心に残ります。中身は衝撃的です。
メジナという魚の群れに同じ種類の魚を入れたら，一匹を仲間外れにして攻撃をし始めた

のです。それだけではありません。その魚を水槽から出したところ，今度はまた違う一匹が
いじめられ始めたのです。
魚の世界のいじめ。水槽という逃げ場のない所でのいじめに僕はショックを受けました。

実は，「さかなクン」も子どもの頃、学校でいじめられていたそうです。あまりにまわりと，
違っていたからかもしれません。人も魚も，自分たちと異なる存在を嫌うように思います。

誰かをいじめて下に置くことで，自分を少しでも優位に立たせよう
としているのだと思います。そんな中にいて，次に自分がいじめら
れたらどうしようとおびえているのです。
「さかなクン」は本の中で伝えてくれてます。もっと広い世界に

出ておいでと。心から夢中になれるものがあると，自分の世界がど
んどん広がっていく。そのことを本の最後に具体的にアドバイスと
共に書かれています。
僕は，いじめはどうしたらなくせるのか，少しでもいじめをなく

すために何ができるだろうかと考えます。だから皆さんにもこの本
を薦めます。
一人一人がいじめについて深く考える一冊にしてもらいたいと思

います。
僕にとって友達というのは自分を励まし支えてくれる大切な宝物

です。少しでもいじめをなくすためにこの本を多くの人に読んでも
らいたいです。

２月行事予定 ３月行事予定

６日（木）新入学児保護者説明会 ４日（水）Ｂ校時（～２３日）
７日（金）串中・西中校区家庭学習強調週間 １４日（土）土曜授業日

（～１３日） ２３日（月）卒業式準備
８日（土）土曜授業日 ４年半成人式 ４年生以下４時間授業
１５日（土）市カルタとり大会 ２４日（火）第７３回卒業式
１６日（日）ＰＴＡリサイクル活動 ２５日（水）修了式
１９日（水）学年幹事会・総務会，補導委員会 ２７日（金）辞任式
２７日（木）学級ＰＴＡ・家庭教育学級閉級式 ＰＴＡ送別会

なわとび大会（３・４年）
２８日（金）６年生を送る会，おわかれ遠足 ４月６日（月）入学式・始業式



なわとび大会
本校は，子どもたちの脚力，腕力，巧みな動き，忍耐

力を高めるとともに，長縄跳びを行うことで，学級の連
帯感を高めることをねらいとして「一校一運動」に縄跳
び運動を設定しています。
子どもたちは，体育の時間や朝の活動などで，いろい

ろな技の練習を頑張ってきました。その発表の場として，
１月２３日（木）に２・６年生，２９日（水）に１・５
年生のなわとび大会がありました。（３・４年生はイン
フルエンザの子どもたちが多くいたため，２月２７日に＜６年 ８の字跳び＞

行います。）
なわとび大会では，学年に応じて，チャレンジ種目・チャンピオン種目・学級対抗８

の字跳び等を行いました。なわとび大会を終えた子どもたちの日記を紹介します。

ぼくは，なわとび大会で，前とびで５分間ひっかからずとぶことができました。く
るしかったけどさいごまでとべて，チャンピオンになりました。すごくうれしかった
です。 ２年 はま
ぎわ たいせい

１・２時間目に，なわとび大会がありました。にんていしょうでぜんぶクリアでし
た。わたしは１年生のときよりもいっぱいできたと思いました。おかあさんによくで
きたと言われました。楽しかったです。 ２年 おお
くぼ りう

なわとび大会本番。今回はとってもくやしかったです。その理由は，二重とびで一
位になれなかったからです。去年は１位になれたのに，今年は負けてしまったのです。
特に最後のなわとび大会なのでなおさらくやしかったです。でも，二重とびリレーや
８の字とびでは，学年１位になることができてよかったです。くやしかったけど，楽
しくとべたのでうれしかったです。
６年 入江 樹依

ぼくには，二重とびの選手になり，そこにかけた自分の気持ちがありました。一つ
目は，去年の自分への屈辱を晴らすためです。二つ目は，ぼくは長い間，足をけがし
ていて，大切な行事に参加できなかったからです。だけど，最終的にはクラスのため
にがんばりたかったからです。
ぼくが，二重とびリレーの最後でとんでいる時，クラスのみんなが「がんばれー」

と応援してくれていました。その時ぼくは，クラスのために自分に出来ることをやろ
うと思いました。結果は，２位だったけれど，自分の中では１位を取れた気がしまし
た。そして，なわとび大会が終わった時、友達から「がんばったねー」などの励まし
の言葉をもらって「今年のなわとび大会はとてもよかったなー」と思いました。これ
でなわとび大会が終わりました。これからも卒業に向けてみんなでがんばっていきた
いと思います。

６年 木村 友也

日本の楽器に親しもう
５年生の音楽には「日本と世界の音楽に親しもう」という学習があ

ります。本校では，日本の音楽・楽器に親しむために，梅北玲子さん
を講師に招き，琴に親しむ学習を行いました。子どもたちは，琴の演
奏を体験することで，日本の音楽の素晴らしさに触れることができま
した。

今日の２時間目の音楽で琴に触れました。最初は難しそうだなと
思っていました。でも順番を覚えるととても簡単でした。最後に琴
の発表がありました。ぼくは，トップバッターで緊張していましたが，とても上手く
できたのでよかったです。

５年 佐抜 侑哉

今日，琴の体験をしました。私は，名前に琴という字があります。生まれて初めて，
琴をひきました。「琴の音色はとてもきれいだなぁ」と思いました。代表で前に出てひ
きました。「上手だね」と言われ，とてもうれしい気持ちになりました。とてもいい体
験ができたと思います。
５年 諏訪 琴音

串木野小の強みと課題
１月１５・１６日に県学習定着度調査を行いました。学習定着度調査は，５年生で行い

ますが，５年生の内容だけでなく，３年生や４年生での既習事項も入っているので，これ
までの学習がどの程度定着しているか測る指針となります。その結果は次の通りです。

国語 社会 算数 理科

全体の通過率 ６７．２ ５８．５ ８２．０ ７８．５ ※通過率は
％で表して

基礎・基本の通過率 ６９．９ ５７．５ ８４．０ ８６．６ います。

思考・表現の通過率 ６２．６ ６１．１ ７７．６ ６４．５

この結果をから，算数や理科の基礎基本はついてきています。これは，串木野小の強み
だと思います。これからも授業の充実を図り，学力向上ルーティーン等で計算力をつけて
いきたいと考えています。
課題として，国語では，書く内容の問題の通過率が４０％ と低くなっています。本校

の子どもたちは，自分の意見や考えをしっかりと書いて表現する力を付けていく必要があ
ります。
社会は，他の教科と比較しても通過率が低くなっています。その原因として，教科で使

う用語や用語の意味を覚えていないことがあげられます。社会科などで使う用語は，日常
生活で使うことがあまりありません。（今回も，竹島や尖閣諸島の場所，品種改良や食料
自給率を答える問題の通過率が低かったです。）そのため，授業で学習しただけでは，な
かなか定着しません。定着させるためには，家庭学習で繰り返し学習していく必要があり
ます。
次の表は「家庭学習強調週間」における学習時間です。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

１学期 ３９．４ ３５．８ ４９．１ ５０．１ ６３．０ ８４．２

２学期 ４３．５ ４７．１ ５１．６ ６７．４ ７８．４ ９０．３

どの学年も家庭学習の時間が確保されていきています。これは，学びに向かう気持ちが
できてきている証だと思います。今後は，宿題の中の宅習のページを工夫することで，各
教科の用語などもしっかりと覚えることができると考えています。

おめでとう 中学校進学に向けて
全国児童画 本校では，６年生が中学校へス

コンクール ムーズに進学できるように，串中
・西中と一緒に小中一貫教育を行

優秀賞 １ っています。１２月には，串中・
年 大王 智矢 西中の英語科の先生が本校に来てく

肝付 崚吾 ださり，５・６年生の英語の授業を
入選 ４年 田中 瑠華 行いました。

また，１月２９日には，串中・西中の入学説明会があり，
算数自由研究応募 ６年生が中学校の先生方から，入学するにあたっての心構
６年 船蔵 虎鉄 えや生徒会の活動や部活

宮路 夏実 紹介を聞きました。子ど
橋之口 絢香 もたちは，中学校進学に
岡本 佑樹 向けて気を引き締めてい
星原 伽恋 ました。


