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校庭の老木

県民週間（学校参観週間）
栗生小学校長

西留

敦朗

「多くの方々のご来校ありがとうございます。
」

早いもので，２学期も残り１月半となりました。朝晩
めっきり肌寒くなってきましたが，子供たちは元気に登
校してきます。秋も深まり読書・食欲・芸術・スポーツ
等，「○○の秋」を楽しんでいるようですが，学習はい
つでも基礎基本の定着に向けて頑張ってほしいもので
す。
ラグビーワールドカップでは，日本で初めてとなる決
勝トーナメント進出でした。日本代表や日本チームを応
援する方々は，赤白ラインのユニホームを着
ていました。その胸には「桜マーク」がプリ
ントされていました。
日本代表チームの健闘に多くの方々が，ボー
ルを繋ぐ姿に感動と勇気をもったことでしょう。
ところで，「桜は日本の国花」ですが，桜は日本固有
の花ではありません。桜は北半球の温帯地方に広く分布
しており，中国やアジア地域に多くの種類が分布してい
る植物です。ヨーロッパにも桜の木はありますが，古く
は，サクランボのできる種類です。世界では，日本のき
れいな桜に注目されています。
さて，
「桜」という言葉がはっきりと出てくるのは「万
葉集」です。当時は桜の木を神聖なものと考えていまし
た。サクラの「サ」は，田んぼの神様で，「クラ」は神
様が鎮座する台座のことです。桜の花が咲く頃に山から
田んぼの神様がおりてくるのでお祝いをして，田植えの
準備を始めていたようです。（万葉集は，「令和」の新元号でも話題になりました。）
現在の花見は「桜」ですが，万葉集での花見は「梅」
であり，桜は神聖のため親しむこととは別でした。花見
の桜ブーム（流行）となった行事は嵯峨天皇（８１２年）
からです。それからは，日本各地で花見が「桜」となり
学校や集落の人が集まる所にも桜の木を増やしてきたよ
うです。
本校にも桜の若木と古い老木があります。老木からも
新芽 が 出 ます が 成長 せず ，今 あ
る枝 に 少 しだ け 桜の 花を 咲か せ
てい ま す 。歴 史 を感 じる 瞬間 で
す。 そ こ で， 創 立１ ４０ 周年 で
もあ り 何 とか 老 木か ら繋 げれ ば
と考 え ， 挿し 木 にし て育 てて い
ます 。 ４ 月の 挿 し木 は夏 の暑 さ
で枯 れ て しま い まし たが ，諦 め
ずに９月の挿し木は何とか成長して新芽が出たところで
す。桜の早苗木を買って記念樹とすれば早いのですが，
桜の老木から差し木で記念樹として繋ぐことの意味が伝
わればと 一人で思 っているところ
です。校 長室で毎 日水の管理をし
ています 。栗生小 の校章も桜の花
です。も う後戻り はできません。
なんとか 挿し木を 成功させなけれ
ばなりま せん。も う少し頑張って
みます。
最後に，栗生区・中間区の各区運動会では，今年も盛
大に開催されたことをうれしく思います。お互いを応援
し合い，笑い声が弾む楽しいプログラムになったと思い
ます。児童・保護者・職員も大変お世話になりました。
ありがとうございました。会場準備や運営等，感謝申し
上げます。

１１月１日から７日は，地域が育む「かごし
まの教育」県民週間に合わせ，学校参観週間を
設定し， 広く保護者・地域の方にも 日頃の子供
たちの学習の様子や施設などを見に来ていただ
いております。
また，11月 １
日 は ， 高齢者の
方々とグラウンド
ゴルフを通じての
交流会でした。高
齢者クラブ，祖
高齢者の方々との交流
父母 の 方 々 ３ １
名 の 多 く の ご参
加いただきまし
た。校区外からの
参加もありまし
た。子供たちから
のプレゼントや肩
たたきや肩もみを
肩たたきの様子
しました。その後，
教室で子供たちと
みなさんで交流給
食も行いました。
この日の給食に
は，1・2年生が収
穫したおいもで作
った大学芋もあり
いもほりの様子
ました。参加者か
ら「子供たちと食べられて楽しかった。
」
「とても
おいしくいただきました。毎年この機会を心待ち
しています。
」など，うれしい感想もいただきまし
た。来年度もぜひ御来校お待ちしております。

交流給食

県民週間（学校参観週間）今週続きます。
５日(火)～７日(木)学校自由参観(午前中)
９日(土) くりおっ子フェスティバル
９：２５～１０：３５【体育館】
※

ぜひお越しください。

読書祭り

授業の様子から

１０月は校内読書月間。読書標語・読書スランプラリー・読書
郵便で感想交流等に取り組んだり，多読者賞の表彰，朝の読書
活動では職員や読み聞かせグループ「あおむし」，総務図書委
員会による読み聞かせもしたりしました。
そして，１０月３１日は，子供たちも楽しみにしていた，人形劇
サークルMOMO，虹の家のみなさんの人形劇がありました。迫
力ある素晴らしい演技に白百合保育園の園児も含めて，みんな
夢中でした。これからも，学校や家庭での読書を通して，子供た
ちの心を豊かにしていきたいと思っています。

５・６年

１・２年

1年研究授業

特別の教科道徳「二わのことり」
・ 自分のことだけで
なく，友達の気持ちも
考えようとするねらい
の学習です。友達の
こころをおもいなが
ら，3人とも意見を発
表しました。

２年 国語

「お手紙」

あすなろ

・ 人物の様子や気持
ちを考え，ナレーター
と 役柄に 分かれ て音
読劇をしました。
家庭の音読でも，
登場人物の行動を想
像しながら読むことが
大切です。

5・6年 フラワーアレンジメント

３・４年
「あおむし」による読み聞かせ

MOMO，虹の家 による人形劇

楽しかった三校交流学習！
１０月２４日，神山小 で，八幡小･神山小の５・６年生と三校
交流学習を行いました。
三校で一緒にレクリエーシ
ョンをした後に，６年生は中学
校の先生による社会の授業，
５年生は学活の授業をしまし
た。他にも，合同給食，昼休
みも一緒に遊びました。
子供たちも少しずつ打ち解
けていきながらいつも以上に大勢でにぎわい，６年生は来年
から岳南中で一緒に学習していく友達との絆も深まりました。

町陸上記録会（5･6年）
１０月１７日に屋久島町陸
上記録会がありました。この
日 のた めに 朝や 放 課後 に
練習を重ね，当日は，緊張
した様子もみられましたが一
人一人が練習の成果を十分
に発揮することができました。
練習指導や当日の応援
ありがとうございました。
☆入賞おめでとう☆
○８００ｍ走 ６年女子
第１位 岩村
○６０ｍハードル走 ６年男子 第１位 日髙
○ソフトボール投げ６年男子
第１位 日髙
○１００ｍ走 ５年女子
第２位 井上
○ソフトボール投げ５年男子
第２位 古市
○ソフトボール投げ５年男子
第３位 岩川
○ソフトボール投げ６年女子 第３位 小野
○６０ｍハードル走 ６年女子 第３位 小野
※ 女子走り幅跳びは，結果待ちです。

○○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○

・「花とのふれあい事
業」は，花とふれあい
デザインするこ とで，
美しいと感じる心を育
み，作品制作後の花
の手 入 れ を通し て花
も生きているという認
識をしながら命の大切さを学ぶ事業です。県フラワ
ー協会の山野生花さんが，オアシスに花を入れて
構成していく指導してくださいました。学校や家庭
地域の花を大切にしてほしいです。

主な行事予定
＜１１月＞
１日～３０日

性に関する指導月間・教育
相談期間
５日(火)～７日(木)学校自由参観
９日(土) くりおっ子フェスティバル
１２日(火) ＰＴＡ役員会
１４日(木) 町小・中なかよし音楽会(離セ)
１６日(土) 山海留学生申込者面談（１回目）
１７日(日) 町駅伝競走大会（南部コース）
１８日(月) 第２回小中合同研修会
(栗生小学校)
１９日(火) ＰＴＡ実行委員会
２１日(木) 芸術鑑賞会(八幡小学校)
２２日(金) 栗生神社秋の例大祭
２３日(土)
勤労感謝の日
あらんばらぁ市
山海留学生申込者面談（２回目）
２４日(日) 屋久島町文化祭
２５日～１２月２日 家庭学習強調週間
２８日(木) 授業参観(親子人権教室)，学級ＰＴＡ
＜１２月＞
２日～７日 校内人権週間
４日(水) 人権集会
５日(木) 町生活指導研究協議会
町Ｐ連理事会・町校外生指連会
１１日(水) 校区生活指導連絡会
１４日(土) 屋久島ジュニア検定
２３日(月) バイキング給食
２４日(火) ２学期終業式
冬季休業(～１月７日)
※ ２学期末はＢ校時になります。学級通信でもご確認をお願いします。

