
  

大切なこと 「書くこと」へのこだわり 

～見つめる・寄り添う・関わる～ 

校長 古川 進 

 全国各地で台風による被害が広がり，現在も

片づけを余儀なくされている方々の報道に心

が痛みます。 

 令和元年度も折り返しを過ぎ，これからは文

化の秋が中心となってきます。１１月３日（日）

の宝の夢文化祭に向け，子どもたちや先生，島

民のみなさまが準備を進めているのが日に日

に伝わってきます。また，過ごしやすい季節と

なってきました。学校では「知・徳・体」すべ

てにおいて最も充実させていく時期であるこ

とを目標に，子どもたちがさらに伸びるよう職

員一同指導に努めてまいります。 

 「少しずつ高校考えよう」（中２花南さん），

「私の自慢の宝島」（小４汐里さん），「がん

ばれ ひまわりさん」（小１朝陽くん），「ぜ

んいん しゅうごう」（小１千晶さん），これ

らは８月以降に南日本新聞に掲載された宝島

の子どもたちの作文や詩の作品名です。読んで

みるとどれも宝島らしい内容のもので，自然と

笑顔になったり気持ちが嬉しくなったりして

しまいます。しかしながら，「書くこと」を苦

手とする子どもは多いものです。それは，書く

ことが全身全霊をかける作業であるからだと

思います。どのように表現すれば自分の思いが

伝えられるのか，どのような情報が必要なのか

など，考えることが多岐にわたり，書き始める

前からたくさんの「脳の汗」

をかくことになります。この

ことは，子どもたちにとって

とても大切であり，生涯にわ

たり必要な力になります。こ

れからも，本校では子どもた

ちの「書くこと」にこだわっ

た指導を続けていきます。「書くことは楽し

い。」「書くことは得意だ。」と言える子ども

が少しずつ増えることを期待しています。 

 

「食」について考える 10.15(火) 
栄養教諭である大村先生をお招きして，「食に関

する指導」を実施しました。小学生，中学生ともに

「元気な体を作る」をテーマにして学習を進めてい

きました。 

食品の働きやいろいろな食材をバランスよく食

べることの重要性について，多くの視覚的教材を使

いながら分かりやすく説明をしていただきました。

子どもたちのグ

ループ学習も活

発に行われ，「食

育」への関心が

一層高められた

貴重な時間とな

りました。 

ぜひ，ご家庭でも「食」や「健康な体づくり」に

ついて話題にしてみてください。
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落花生収穫！10.10(木) 

今年も落花生の収穫の時期となりました。なか

なか天候に恵まれず，予定から１週間遅れの収穫

となりました。 

４月の種まきから約半年。今年は残念ながら実

入りは決してよくありませんでしたが，子どもた

ちは収穫する喜びを感じながら，お互いに笑顔の

連係プレーで自分たちが育てた落花生を収穫する

ことができました。 

およそ１時間で収穫

完了。この後，収穫し

た落花生を体育館のフ

ロアに広げて，丁寧に

選別作業を行いました。 

「収穫祭」に向けて，

頑張って準備を進めて

いますので，当日をど

うぞ楽しみにしていて

ください。 

 

Halloween Article 

On October 31st in America we celebrate 

Halloween. Halloween is a holiday that is 

enjoyed by both children and adults. 

Children usually wear costumes and go 

trick-or-treating to get candy. Adults also 

dress up a lot and go to Halloween parties. 

Some popular costumes are ghosts, witches 

and police officers. That’s right! People 

don’t only dress up as monsters but 

sometimes as real people!  

On Halloween Day you can wear your 

costume to school, but you are not allowed 

to wear a mask. Even college students 

sometimes wear costumes to class. College 

professors don’t really care if you wear a 

costume.  

The origins of Halloween are 

complicated but it mostly is related to 

Mexico’s Day of the Dead and the Celtic 

Harvest Festival, Samhain. Recently in Japan 

people have been starting to dress up in 

costumes on Halloween in places like Tokyo. 

While, Halloween is different in Japan than it 

is in America I am glad that Halloween is 

becoming a holiday that everyone can enjoy.  

10 月 31 日，アメリカではハロウィンを祝います。

ハロウィンは，子供も大人も楽しめる祝日です。子

供はたいてい，コスチュームを着てお菓子を貰うた

めに「トリックオアトリート」しに行き，大人もま

た，コスチュームを着てハロウィンパーティーに出

かけます。人気のあるコスチュームは，幽霊や魔女，

警察官です。人は化け物だけじゃなく，実在する人

のコスチュームも着ます。それは凄いですね！ 

ハロウィン当日は，コスチュームを着たまま学校

に行ってもいいですが，仮面を被ったりしてはいけ

ないです。時折，大学生でも授業にコスチュームを

着て行きますが，大学の教授は特に気にしません！ 

ハロウィンの由来はいろいろありますが，簡潔に

言うとメキシコの亡霊の日(自分の亡くなった祖先の

命に敬意を示すためのパーティーである)とケルトの

サオインという

収穫祭に基づい

ています。最近，

日本人も東京や

その他の都市で

コスチュームを

着る人は増えています。日本のハロウィンは，アメ

リカのハロウィンとは少々違いますが，ハロウィン

は誰でも楽しめる祝日になると喜ばしいことですよ

ね！ 

これからの主な行事予定 
月 日 曜 主 な 行 事 

10 
30 水 眼科皮膚科検診 7:50～ｺﾐｾﾝ 

31 木 交流給食会 

11 

１ 金 
地域が育む「かごしまの教育」 

県民週間～７日 

３ 日 宝の夢文化祭 ※ 弁当持参 

７ 木 落花生調理 

９ 土 トカラ集会  落花生袋詰め 

14 木 収穫祭準備 受験生の集い(TV) 

15 金 収穫祭 

16 土 子ども会島内清掃 

26 火 期末テスト（～28 日） 



 


