
 

実感！文化の秋 

～見つめる・寄り添う・関わる～ 

校長 古川 進 

 立冬を過ぎ，ひんやりとした空気の朝が増え，

秋の深まりを感じます。２学期も折り返しを過

ぎ，学校では文化の秋を感じる行事や活動が続

いています。 

１１月上旬の「かごしまの教育」県民週間中

は，学校自由参観に島内の多くの方が来校さ

れ，授業参観や施設参観をしていただきまし

た。また，子どもたちと地域の方との交流給食

や落花生の収穫祭など，多くの行事にご協力い

ただき，誠にありがとうございました。 

 そして，何といっても１１月３日に盛大に開

催された宝の夢文化祭。学校やいまきら園の子

どもたちによる発達段階に応じた工夫ある発

表や演技に大きな拍手をいただきました。誰で

も人前での発表は緊張するものですが，これま

での練習の成果を元気に堂々と披露する姿に

大きな成長を感じることができました。 

さらに，スティールパンの美しい響きや島内

有志の方々による楽器の演奏など，見どころ多

い文化祭となりました。忙し

い仕事の合間を縫って練習を

続け出演してくださった

方々，展示発表に貴重な品々

を提供してくださった方々，

文化祭を優しく見守り応援し

てくださった島民のみなさま

に感謝申し上げます。 

 さて，気が付けば２学期も残り１か月，学習

や運動に適した季節ですが，寒暖差から体調を

崩しやすい時期でもあります。インフルエンザ

や風邪の予防を見据え，今のうちから手洗い・

うがいの習慣をつけておきましょう。 
 
 

「宝の夢」文化祭！11.3(日) 

 

 

多数の御参加，展示作品の出品ありがとうござ

いました。来年もよろしくお願いいたします。 

 

  

十島村立宝島小・中学校 

学校便り  １１月号 

 

児童・生徒数  ２０名 

かしこく 

やさしく 

たくましく 



受賞，おめでとう！ 

● 第６７回学校新聞コンクール 

児童生徒会新聞「メイメイ」３席 

● 中学生の「税についての作文」 

鹿児島税務署長賞 

中学２年 福島 嘉津穂 さん 

二学期中間テスト 10.23(水) 
中学部では，２３，２４日の 2 日間，中間テス

トが実施されました。６名の生徒たちは時間いっ

ぱい，最後まで諦めずに問題を解いていました。 

新学年がスタートして約半年，一年間の折り返

しの時期でもあります。 

気を緩めることなく，テス

ト返却後の見直しもしっか

りしてほしいと思います。 

 

児童生徒会役員改選 10.25(金) 

宝島小・中学校のリーダーを選出するときがやっ

てきました。児童生徒会役員のバトンタッチの日

です。役員改選が行われ，新役員と新専門部員が決

定しました。旧役員の皆さん長い間お疲れさまで

した。 

新役員による会の進行や

行事運営，各専門部の活動を

通して，これから一年，児童

生徒がどのように成長して

いくのか楽しみです。 

 

Differences in American schools 

I recently spoke to both the 

elementary school students and middle 

school students about how schools are 

different in America. For example, 

morals (道徳) is not a class in America 

and how there is no cleaning time. 

Needless to say, some of these things 

were surprising for the students to hear.  

For the elementary school students, I 

focused a lot on classes and school 

events. For example, in America an 

event we have is called the Science Fair. 

In the Science Fair a group of students, 

sometimes one student alone, makes an 

experiment and shows it to their 

teachers and fellow students and 

teachers. I did mine on 

electromagnetism. Another example is 

how students have to do research 

projects for finals and often use the 

school computers for research. We 

played English class Karuta at the end. 

The differences in American schools 

and Japanese schools are interesting, I 

think.  

アメリカと日本の学校の違い 

最近，私は授業で子供たちに日本とアメリカの

学校はどのように違うかという話をしました。例

えば，道徳の授業や掃除時間はありません。その

ことに子供たちは驚いていました。 

小学生に紹介したのは，アメリカの授業と学校

行事についてでした。例えば，理科の実験博覧会

です。この理科の博覧会のために児童は科学実験

を行い，博覧会の当日に展示します。ちなみに，

私の作った実験は電磁気の実験でした。もう一つ

の例は，小学生の期末テストのことです。学校の

パソコンを使ってさまざまな情報を集めます。授

業の最後に，全員でアメリカの学校の授業かるた

をしました。 

アメリカと日本の学校の違いは面白いですね。 

これからの主な行事予定 

 

月 日 曜 主 な 行 事 

11 
21 木 芸術鑑賞 

26 火 期末テスト ～28 日 

12 

2 月 全校朝会  人権週間～８日 

3 火 駅伝試走 

6 金 授業参観ＰＴＡ 心の教育の日 

7 土 子ども会（クリスマス会） 

8 日 島内一周駅伝大会 

10 火 薬物乱用防止教室 

13 金 小学校入学説明会 

14 土 
トカラ集会（平島） 避難訓練 

ファミリー劇場 

17 火 スクールカウンセラー来校 

24 火 ２学期終業式 


