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         「愛の湿度」と「気づきのゴミばこ」 

        

先日，自宅の書棚の整理をしながら古い本をぱらぱらとめくっていますと，あるエッセイが目に飛び

込んできました。かつて鹿児島県教育長の要職にも就かれた，故人濱里忠宣先生が書かれたものです。

そこには歌人俵万智さんの一首が載せてありました。哲学者でもあった故人の感性を通して，時代の変

化とともに人々の間で薄れつつある，何か大切な記憶を，一瞬呼び起こしてくださったような気がしま

した。以下，一部を抜粋してご紹介します。 

 『サラダ記念日』の俵万智が，雑誌「ラ・メール」に寄せたこんな一首がある。 

＜ワープロの手紙に添える追伸を たとえば愛の湿度と思う＞  

 ワープロで書かれた手紙は，今では珍しいものではない。だが，その紙面はやはりどこか乾いている。

そこに手書きの一行の追伸が添えられていると，乾いていた活字たちの間に不思議な余情が漂いはじめ

る。その一行を，歌人は，「たとえば愛の湿度」と言う。言い得て至妙である。 

  ― 中略 ― 

  思えば，教室の一隅のわが教え子に，かの「追伸」にまさるいかほどの言葉をかけてきたと言えるのだ

ろう・・・・・・。私はふと，わが悔多き教職人生に思いを馳せてしまう。 

書棚の整理はなかなか進まないまま，読み入ってしまっている自分を戒めながら，ふと自校の子どもた

ちの日々に思いを巡らしてみました。粗野な行動でトラブルを引き起こしたり，心ない言葉で友達を傷付

けたり，時には重大な「いじめ」にもつながりかねない愚かな言動があったりと，他者との関わりの中で，

失敗の経験も重ねながら成長していく子どもたち。もし，この子どもたちに，「たとえば愛の湿度」の心

根が備わったならば，もっと潤いのある学校生活を送り，豊かに成長していけるのだろうに。そんな事を

ただ漠然と考えてみたのです。 

  ワープロの手紙に添えた手書きの一行を「愛の湿度」と言うならば，それは自分自身ではなく，「他（他

者）に目を向け，真心を添える力」と言えるでしょう。そして，そういう力は自然と身につくものではな

く，訓練しなければ育たないのでしょう。 

  ある日のこと校内を巡回中に，私は児童の素晴らしい行動に出会いました。その児童は廊下に落ちてい

た小さな紙くずをさりげなく拾い上げ，教室のゴミ箱まで運んだのです。それは，まさに他に目を向け，

彼の真心を添える瞬間の目撃でした。 

６年３組和田蒼大さん（学校だよりに実名を掲載することを本人が承諾して 

 くれました(^_^)）の行動です。ゴミに気付き，拾うという小さな行為の根っこ 

は，愛の湿度の心根とつながっていると思うのです。 

今学校の廊下には，「気づきのゴミばこ」が置かれています。心の訓練です。 
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 ５年生の保護者の皆様へお知らせ 「鹿児島学習定着度調査」年明けすぐに実施です。 

 鹿児島学習定着度調査は，県内全ての５年生が一斉に実施する学力の定着をみるための検査

です。概ね小学校低学年から５年生までに学習した内容から出題されます。本校の５年生は， 

今年５月からこの調査を「学力定着のチェックゲート」と捉えて，全学級で取り組んでいます。 

１ 鹿児島学習定着度調査の実施日  令和４年１月１８日（火） 国語 ・ 理科 

                      １月１９日（水） 社会 ・ 算数 

２ 保護者の皆様へのお願い  関心を持っていただき，子どもへの声かけをお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １２月４日(土)～１０日(金)は人権週間です。『「誰か」のことじゃない』を合言葉に全国で,差別や偏見をな

くすこと,一人一人の人権を守ることについて啓発,取組が行われます。この機会に自分のこと,周囲のこ

とに思いを巡らせ,互いの人権を大事にしているか考える機会としませんか。互いに思いやりの気持ちを

もって,誰に対しても差別や偏見をもたない子どもを育てていきましょう。 

１２月行事予定  (変更される場合あります) 

 ※１２月は全てＢ校時となります。 

１日(水) 持久走大会 学級ＰＴＡ 

(※ 持久走大会は雨天時,翌２日に延期) 

８日(水) 串中・西中乗り入れ授業  

午後から６年生が串中,西中で学習します。 

(荒川小・旭小児童と合同)                            

１１日(土) 土曜授業 

１４日(火) ＰＴＡ三役会 

１９日(日) ＰＴＡ正月飾りづくり(配布のみ) 

２２日(水) 第３回学校運営協議会 

２４日(金) 終業式 

(◎給食あり 下校は１３：２０頃) 

２７日(月) 市ビブリオバトル大会 
          

花さき山の皆さんによる おはなし会 

 毎年恒例の読み聞かせグループ「花さき山」の皆さんによる「おはなし会」が１１月１１日・１２

日の２日間,学年ごとに開催されました。  

 子どもたちの感想です。 

「読み方が上手で,頭の中で想像しながら聞くことができた。」 

「人形劇は,空の上の大男から逃げるところがおもしろかった。金の卵を産むにわとりなど,みんな喜

んでいた。分かりやすくて楽しかった。」 

「絵本のクイズがおもしろかった。たくさんクイズに答えるために,まだ知らないたくさんの本を読

みたい。」 

「すてきな読み聞かせで,あっという間に時間が過ぎた。ジャックと豆の木は知っている話だったが,

自分で読んだときと感じ方が違った。人に読んでもらうありがたみを改めて感じた。」 

と,子どもたちは様々な感想をもち,大好評でした。花さき山の皆さんは,この「おはなし会」の他にも

市内の幼稚園や小学校などで,この秋も幅広く活躍中です。いつも感じることですが,絵本の読み聞か

せ,パネルシアター,読書クイズ,人形劇など演じる内容も幅広く,子どもたちに読書の楽しさを伝え

たい,心豊かな人間に成長してほしいという皆さんの気持ちが伝わってくるようです。これだけの内

容を演じられますので,何回も打ち合わせやリハーサルを繰り返されています。 

花さき山の皆さん,いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

持久走大会 １２／１(水) 

 9:00  ３年生の部開始 

 9:30  ４年生の部開始 

 10:00 １年生の部開始 

 10:20 ２年生の部開始 

 10:45 ５年生の部開始 

 11:15 ６年生の部開始  

 校内の周回コースで実施します。 

応援よろしくお願いします。参観は 

各家庭２名までとなります。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月の学習風景 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

地域が育む「かごしまの教育」県民週間 
１１月１日(月)～５日(金)までの期間,標記のイベントを開催いたしました。本校児童の保護者,

祖父母の皆様,また地域の皆様にご参観いただき,誠にありがとうございました。この期間中に学校

を訪れた方は２３１名と,子どもたちの学校生活に関心をもっていただき,多くの皆様が来校され

ました。 

 参観された方の感想を紹介します。 

〇 授業参観は久しぶりだった。子どもが元気に真剣に学ぶ姿を見ることができて安心した。 

〇 コロナ禍で,参観の機会が少なくなったが,子どもの成長を感じることできてよかった。 

〇 子どもたちの元気な姿や笑顔を見ると,心がなごむ。少人数指導など工夫されていた。 

〇 授業中だけでなく,休み時間の過ごし方も見ることができてよかった。 

〇 １人１台ずつパソコンを導入して学習しているのを見て驚いた。子どもたちの興味を引く構 

成で楽しい授業だった。 

〇 昔の写真の展示など，懐かしく見せてもらった。日本遺産，麓地区の展示もよかった。 

 多くの皆様の参観,ありがと 

うございました。機会があり 

ましたら,ぜひ串木野小へ足を 

お運びください。来年度は参 

観者の制限を設けず，さのさ 

集会なども実施しながら，地 

域の皆様をお招きできること 

を願っております。 

    ＰＴＡリサイクル活動  １１月１４日(日) 

 事業部の皆様を中心として，早朝より多くの皆様のご協力により 

リサイクル活動が実施されました。ご協力,ありがとうございまし 

た。資源を大切に使い,地球環境を守ることをもっと意識して行動 

する「ＳＤＧｓ」の考え方は世界共通の合言葉です。ＰＴＡ活動の 

一環としてごみを減らし，環境を守る活動に取り組むことができた 

ことに感謝申し上げます。 

 次回は１月３０日(日)に予定していますので,各公民館,ご家庭の 

ご協力をよろしくお願いいたします。収益につきましては，後日お 

知らせいたします。 

 

 

 

１ 久しぶりの… 
  ６年生は,家庭科の時間に初めての調理実

習を行いました。本来であれば,５年生から始

まる家庭科の時間に調理実習を経験している

はずですが,新型コロナウイルス感染症予防

のため,この時期にようやく小学校で初めて

の調理実習となりました。 

  おかずの調理ということで,グループごと

に色鮮やかな,野菜も使ったメニューを考え

て調理を楽しんで 

 いました。 

  ６年２組のみん 

なは，この後の試 

食で，笑顔でおい 

しそうに食べてい 

 ました。 

 

 

 

 

２ 教室いっぱいに… 

 ２年１組の教室に 

はりめぐらされた新 

聞紙。教室全体を思 

い切り使った図工の 

作品です。いつもは 

座って学習している 

教室で，のびのびと 

新聞紙をつなぎ合わせる子どもたちは，とても 

うれしそうでした。みんなで知恵を出し合った

共同作品です。 

 生き生きと活動す 

る２年生の子どもた 

ち。「ほら，見て」と 

うれしそうに微笑ん 

でいました。 

 

 



       砂防についての出前授業 ６年生 

６年生は，１１月１６日(火)に市内建設業者代表の方より，砂防工事につい 

ての出前授業を受けました。今年の夏も全国では，大雨により甚大な土砂災害 

が発生した場所がありました。土砂災害を防ぐための工事の大切さについて市 

内の建設業者４名の皆様が説明する授業でした。 

 モデルを使った実験をしながら，土砂災害を防ぐための工事がいちき串木野 

市でも行われていることを説明され，子どもたちは私たちの生命を災害から守 

るために働いている建設業の皆さんの仕事について理解することができました。 

ビー玉を使った災害を想定した実験では,「すごい。」「全然違うね。」と砂防 

工事がいかに大事であるかと実感できたようです。 

 出前授業や交流授業など地域の皆様との交流活動がコロナ禍において,なかな 

か実施できない状況が続いていました。これからは,学校支援ボランティアの活 

用など,地域の方々と交流する機会が増やせる状況になることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

『串小プライド』 受賞 おめでとう 

◎ 令和３年度「家庭の日」作品展 絵画の部 

 〔県最優秀賞〕１年 吉尾 亮介 

     「わがやのだんらん」 
家族の楽しい食事時の会話が聞こえてきそうです。 

                

 

 

 

 

 

 

 

◎ 実用英語技能検定 

〔５級合格〕５年 豊福 大河 

       ６年 愛川 隼斗 

 

◎ ＭＯＡ美術館鹿児島児童作品展絵画の部 

 〔県文化協会賞〕 ５年 重留 悠杜 

「くぐり杉と屋久鹿」 

 

 

 

 

 

 

                     たくさんの 

                       受賞！！ 

◎ 税に関する絵はがきコンクール     おめでとう 

 〔優秀賞〕 

   ５年 国料 咲希    ５年 丸尾 愛花 

    ５年 福ヶ野 悠希   ５年 有馬 優里 

    ５年 津村 紗花    ５年 北薗 隼也 

    ５年 年永 芽來 

      

 

 

 

 

第５回 黎明の地ふるさと短歌大会 

〇 教育長賞 ４年 池端 歩奈さん(再掲) 
ひらひらと かんのんが池に まいおちる 

さくらみるころ 一つせいちょう 

〇 特選   ４年  大迫 杏虹 

５年  熊谷 聖愛 

〇 入選   ５年  西川 友稀 

       ５年  萬福 百華 

〇 佳作   ５年  国料 咲希 

       ５年  橋口 心華 

      市小学校水泳記録会  

５年生の部 

〇 ５０ｍ自由形   ３位 富田 大雅 

６年生の部 

 〇 ５０ｍ自由形   １位 徳重  漣 

            ２位 中島 航貴 

            ３位 宮前 皇汰 

 

 〇 ５０ｍ平泳ぎ   ３位 藤田  凜 

〇 １００ｍ自由形 １位 冷水 侑斗 

 〇 １００ｍ平泳ぎ  ２位 徳重  漣 

                  ３位 中島 航貴 

この絵は 

屋久島に行った時,

森の豊かさに感動し

たことを表した絵だ

そうです。 

串木野小の校

庭は秋の深まり

とともに鮮やか

なイチョウの葉

が目を楽しませ

てくれます。葉

が落ちると冬の

到来ですね。 


