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「生きるJと いうこと

「生きる」

谷夕:: 俊太郎

生きてしヽるとしヽうこと

しヽま生きているということ

それ!まのどがかわくということ

木もれ陽がまぶししヽとしヽうこと

ふつと或るメロディ思い出すということ

くれゃみをすること

あなたと手をつなぐこと

生きてしヽるということ

し`ま生きているとしヽうこと

それはミニスカー ト それ|ま プラネタリウム

それ:ま ヨハンロシュトラウス

それはピカソ それiまアルプス

すべての美ししヽものに出会うということ

そして かくされた悪を注意深くこばむこと

生きているということ

いま生きてしヽるということ

泣けるということ 笑えるということ

怒れるとしヽうこと 自由ということ

生きてひるということ

いま生きているとしヽうこと

いま遠くで大が吠えるということ

いま地球が廻ってしヽるとぃぅこと

いまどこかで産声があがるということ

いまどこかで兵士が傷つくということ

いまぶらんこがゆれているということ

いまいまが過ぎていくということ

冨り校長  長坂 しのが

生きてしヽるとしヽうこと

いま生きているということ

鳥ははばたくということ

海はとどろくということ

かたつむりは |よ うということ

人|ま愛するということ

あなたの手のぬくみ

しヽのちということ

『 谷川 俊太郎「生きる」より 』

これは、谷り|1俊 太郎 さスンの 「生きる」 とい う詩で

す。私たちは毎 日いろいろなことをして、いろいろ

な ことを考えなが らi畳 ごしています。その中で、 ど

れだけ 1生 きる」とい うことを意識 しているで しょ

うか。私は、この詩を読む と「生 きるJ実感 を日差

しか らも感 じとることができ、 自分を振 り返 ること

ができます。 自分は 自分 らし́くよりよく生きている

のか、 人に優 しくできているのか 。・ 。と。 日常で

は鎌なことや悲 しいことがあるか もしオ■ませんc t′

か し、 日々生きている素晴 らしさを感 じ、充実 した

毎 日を過 ごし′てほしぃと自分にも子供たちにも伝 え

ていきたいと思つています。

10月 の土曜授業
「
高四まつ り」の御参観ありが

とうございまし́た。たくさんの方に参観 していただ

き、子供たちは、楽 しいなかにも励みになったこと

と思います。 11月 には、学芸会があります。子供

たちは、日々練習をしたり準備をしたり頑張つてい

ます。是非、参観 していただき子供たちに温かい言

葉や声援を掛けていただけると幸いです。



11月 の生活 目標

～寒 さに負けないか らだをつ くろう～

生活指導委員会

このところ、朝晩の気温が一段と下がつて

きました。陽が出ると、日中は汗ばむ陽気で

す。この気温差が、子供たちの体調を崩すこ

とがあります。これからの本格的な寒さに備

えて、今のうちに寒さに負けない体づくりを

心がけていくことが大切です。

学校では、「元気に外遊び」「手洗い 。うが

い」「好き嫌いなく食べる」など、週ごとに

重点を決めて指導しています。御家庭でも、

気温によつて調整しやすい衣服の着用、ハン

カチの携帯、手洗い 。うがいなどの声かけを

よろしくお願いします。

夜に充分な睡眠をとり、日中元気いっぱい

活動できるよう、冬の到来に向けて生活のリ

ズムを整えるようお願いします。

創 る楽 しさ ～3年生の様子～

3年担任

学校で一番、元気いつぱいの52人の3年生です。
学校生活の折り返し地点、理科や社会、総合的な
学習の時間も始まり、どの子も意欲的に学習 。生
活していますQ学年目標は「仲良く助け合う子」
「よく考える子」「最後までがんばる子」です。「自
分や、互いの良さを大切にし、何事にも協力しな
がら挑戦してほしい。」という担任の願いを込めま
した。
アイディアいっぱい、やりたいことたくさんの

子供たちの力は様々な学習の中で生かされていま
す。運動会 「パッとひらめく |1布 ェスティバ

ル !!」 ではグループで創作ダンスを披露しまし
た。総合的な学習 「丸池フェスティバル」では見
つけた課題や疑間をそれぞれの方法で解決し、ま
とめ発表しました。学級の中では話合い活動 。係
活動で「学級を楽しく、よりよくするための活動」
を行つています。そ して初めての学芸会では 「自

分たちの力で今までの学習の成果を発揮する、よ

さや成長を確かめる。」というめあてに向かつて、
ス トー リーはもちろん、演出、大道具小道具、背

景、音楽、ダンス…それぞれの得意分野の中でア

イディアと学習の成果を存分に発揮 します。子供
たちの 「倉1る 楽 しさ」を御一緒に楽 しんで御覧く
ださい。

たか し図書館 よ り

学校 司書

読書旬間が 10月 22日 から始まりました。

図書委員会では、たくさんの本に出会つてほし

いとい う考えから図書館クイズを行つていま

す。クイズの本は、読書旬間中は借 りられない

のですが、読みたくなって予約をする児童も出

ています。昼休みは、図書館ボランティアさん

の読み聞かせがあり、給食ではお話に関係する

メニューが登場 します。読書旬間をきっかけ

に、お気に入 りの本をみつけられるとよいと思

います。

学校図書館では、読書旬FH5に 関わらず、児童

の発達段階に応 じた知的好奇心を満たす本、心

の成長を促す本を紹介して、本の世界を広げ、

楽 しんでもらおうと活動しています。

学芸会

学芸会委員会

「芸術の秋」真つ只中の高四小。今年は、3

年ぶ りの学芸会の年です。どの学年も本番に向

けて演技や歌の練習に力が入つています。

劇の中では、どの役も、どの台詞も、どの動

きも重要であり、欠かすことができません。大

切な役割を担い、果たすことで、子供たちは成

長 し、自信を深めています。練習を重ねるにつ

れて表情や動きなど、子供たちは細かなところ

まで気をつけ、工夫を加えて演 じることができ

るようになってきました。みんなで力を合わ

せ、心を一つにして学芸会に向けて取り組んで

います。

当日は、練習の成果を発揮 して精一杯演 じ、

輝いている子供たち一人一人の姿をぜひ御覧

いただき、成長ぶりを感 じ取つていただけたら

と思います。どうぞお楽 しみに。



高四きつιI 感想 ～ 7年生から6年生 ～

<1年生>
○ちゃんと隠れたりして活動 しました。皆が隠れてお

どかしていて、すごかったです。

○楽 しくできました。数えるのをがんばりました。終

わりの声を出しました。モグラを出す人が、早く出す
のをがんばっていました。

○自分は、スタンプをおすのをがんばった。5年生が、

おふだをかくすのをがんばった。

○みんなと協力 して活動できた。おばけや しきで、3

年生の女の子のおばけがすごくこわかった。

○ぼくはボー リングでピンやボールをなおしたので、

よかつたと思いました。6年生がみんなをまとめて、
いいと思いました。

○はがれた布や新聞紙をなおしたり、本が落ちたらそ

れを拾ったりしました。なぞなぞの正解を言いました。

<2年生>
○息切れするまでみんなと協力して活動しました。い

ろんな人がみんなと協力 していたから、とてもいい高

四まつりになつたと思います。

○一年生がとちゅうで泣き出してしまつたときにめん

どうを見てあげたこともがんばりました。

○前半、せんでんかかりをやっているとき、大きな声

を出せたことがよかったと思います。   ~
○いつもは、知らない人に会 うと、はずかしがっちゃ

う|サ ど、今 日は、はずがしがらないで、できました。

○みんなできょう力できて、よかったです。おばけや

しきがこわかつたけど、はん長さんが「大じょうぶ。」

と言つてくれて、やさしかったです。

○じゅんびを がんばりました。来てくれた人が、たの

しんでくれていたら、うれしいです。

<3年生>
○せんでんをしっかりや りました。ほかの学年の人と

協力してできました。高学年の人たちがみんなをちゃ

んとまとめていてとてもがんばっていて、すごいなぁ

と思いました。

○せんでんを声がかれそうになりながらがんばりまし

た。4年生もせんでんをすごくがんばっていました。

今度からは、ほかのしごともやろうと思います。

○最初のほうはぜんぜん人が来なかったけど、工夫 し

たら最後のほうはいっぱい人が来たので うれ しかっ

たです。なぜかというと今までの学習したことを生か

せたと思つたからです。

○自分ががんばったことは、人がいっぱい来るのでル

ール説明を大きな声で言つたことです。他の人ががん

ばっていたことは、みんなで協力して楽 しくやってい

たことです。

<4年生>
○ぼくが頑張つてるなと思ったのは、同じ係の 1年生

の女の子です。その子は、練習の時は声が小さかった

けど本番では思い切 り声を出して頑張つていました。

○私は、1～ 3年生の時には上級生に助けられたので、

今度は私が低学年の面倒を少しは見られたかなと思

いました。もつと頼 りにされる4年生になりたいで

す。

○高四まつりで耳の不自由な人がいても6年生が準備

ややることを伝えてすごいなと思いました。私も6

年生になつたら下級生の面倒をちゃんとみたいです。

06年生のいないグループだったけど、 5年生の人が

リーダーとしてはぐれていないかをちゃんと確認 し

ていたすごいなぁと思いました。

<5年生>
06年生は最後の高四まつりで来年からはぼくたちが

仕切つていくから6年生のかわりにたくさんいろい

ろなことをして、来年は今年よりも地域の人がたく

さんくるようなすごい高四まつりにしたいです。

○来年は私も6年生になります。最後の高四まつりで

もあり、みんなをまとめていく役でもある6年生。

上手にみんなをまとめられる優 しいお姉さんになり

たいです。今年の 6年生はとてもカッコよかったで

す。

○みんなで意見を出し合つて回つたし、お店にもお客

さんがたくさん来てくれて協力できてよかった。み

んな宣伝やお店の工夫をしていてよかった。

○ボウリングのボールや得点を数える時、他学年と協

力できて良かつたです。高四まつ りでは、他の学年

の人と仲良くなれました。そして、みんなあせをか

きながら自分の仕事に取り組んでいていと思いまし

た。

<6年生>
○友達の意見を取 り入れたし、お客さんがたくさん来

たので、6年間の積み重ねでできたと思つた。

○いろいろあつて、遅れているから心配だつたけど、

本番で新 しいルールができるなどして、不安が消え

た。最後だけど楽しく終われた。

○ちょうどいそがしく、手伝ってほしいとき、ゴム鉄

砲や空気鉄砲など、自分が頼む前からみなが積極的

に活動してくれた。

05年生がルール説明をやるのに、宣伝もやつていて

良いなと思つた。他にもみんなが宣伝をやってくれ

たからお客さんがきてくれた。

馘 扮



‐ ■ ・  11月 の行事と給食献立予定

【Fjl】 「朝遊び」8:00～8:10           SCス クールカウンセラー来校日 11/60火)13(火 )20(火 )27(火 )

【遊】「遊ぼう会J15:45～ 16:30          CS学 校運営協議会 11/20(火 )

【開】「校庭開放J(水 )14:30～ 17:00(土・日)13:00～ 17:00

行事予定 朝逸1デ 遊ぼう会 校庭開力, 曜 給食献立表

朝読書
【遊I 1 木

さつま芋ごはん、おしゃべり,p焼き、
しめじのみそ汁、野菜ソテー

朝読書 読書旬間終
【遊】 2 金

シーフードピラフ、豆のミネストローネ、
はらべこケーキ

【開】
l i3:0〔 )ヽ´ 3 土

1事事部教育の日 |‐ ■||‐ 【開】
||  113,('oヽ 4 日

■■

全校朝会 5 月
萩ごはん、もち米の菊花蒸し、
わかめとじゃが芋のみそ汁、野菜の甘じょうゆ

SC 【朝】 火
麦ごはん、鮭のみそチーズ焼き、
白菜スープ、さつま芋のごま和え

区の研究会のため午前授業
【朝l

【開】
l=:01ヽ

7 水
キムチチャーハン、棒餃子、わかめスープ

学芸会r′ ∵ヽサ
=Lノ

【午後B時姜】
一量 本

麦ごは人′、かみかみふりかけ、ニギスのから揚げ
根菜汁、シャキシャキ和え

学芸会児童鑑賞縮 I午後13時程】
ittl 金 学芸会応援メニュー 1

学芸会 5校時まで授業 I午後B時程〕 【開]

14:30ヽ´ 土 学芸会がんばったねメニュー 1

I開 :

13:00ヽ
1目

|■振替休業日
１

ヽ

開

”
●
４

．

月

全校朝会 委員会活動
SC :朝 l 火

麦ごはス/、 納豆、わりあげくん、豚汁
自菜のおかかじょうゆあえ

避難訪1練
【朝l

:閑 】
111:30ヽ

水
きなこ豆半Lトースト、ポークビーンズ、
野菜のピクルス

集会委員会紹介集会
i遊】 木

麦ご:まん、揚げ出し豆腐、クーブイリチ、
かぶめゆず風味

安全指導
【遊】 金

麦ごはん、ぜリーアライ、呉汁、
豆もやしとニラのごま風味

―

ヽ

一繊
”

17 :LI

I開 :

13100～
日

全校朝会 クラブ活動
19 月

麦ごはん、鮪の辛子みそ焼き
吉野汁、里芋のそばろ煮

SC CS 〔朝l
・火

ターメリックライス ポークストロガノフ
エリンギサラダ、フルーソ

:朝 I
【問】

14:30ヽ
水

かきたまうどん、野菜のおかかあえ、
がんづき

放送委員会紹介集会
I遊 ] 本

五穀おこわ、魚ときのこの黄金焼き、
冬野菜汁、五日豆

:開 l

9100‐
金

( :1‐「尋】
113:01■

土
*牛乳は、毎日つきます。   怪

【開】
13:00｀

”じ
一　一一一一一一一一一

全校朝会15年ミ■コン̂サ■卜}クラブ活動
26 月

新生姜ごはん、松風焼き、えのき入りすまし汁、
大根の香りづけ

朝学習 社会科見学(4年 )

SC 【朝l 火
手作リピザ、ポトフ、フルーツ

区連合音楽会(5年 )

【朝l
:開 】

1■ :30、′ 水
クッパ、ホキとコーンの揚げ煮、
野菜のナムル

711字習 生活科見学 (1・ 2年 )

i遊】 29 本
いかめし、石狩汁、
じゃが芋とコーンのバターソテー

体育朝会 マラソンタイム始
【遊l 30 金

麦ごはん、さんまの塩焼き、野菜のみそ‖・、
野菜の煮物

鼈
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