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１２月号

作品が語る自分のよさや魅力
副校長 水井美智子
本校の職員玄関前にあるもみじがやっと真っ赤に色づきました。
「今年の紅葉は、戸狩の方も遅い
よ」と、先日来校された長野県のセカンドスクールの民宿の方も驚かれていました。鮮やかに紅葉
する条件は、夏の十分な日照時間と、秋の寒暖差の大きさだそうです。今年は、11 月でも暖かい日
が続いていました。先月から始まった休み時間の持久走「関ランタイム」では、子どもたちも先生
も額に汗して走っています。

「かえるくんはミュージシャン」

11 月 20 日（金）
・21 日（土）に本校で展覧会が行われました。会場に
入ると、一つひとつの作品が、
“わたしってこうなんですよ、どう？いい
でしょ？！”と自分のよさや魅力を語りかけてきました。大好きな人へプ
レゼントしたい１年生のハッピーケーキは、ろうそくやプレート、クリー
ムがとても美味しそうでした。楽器とカエル君の手足の躍動感が素晴らし
い２年生のかえるくんはミュージシャンは、本当に演奏が聞こえてくるようです。お気に入りのく
つは、心豊かで優しくのびのびとした３年生そのものが作品に描かれていました。４年生の出発！
ダン・だん・段ボールは、もっているエネルギーの強さと個性的な表現に惹き込まれました。この
花に出会えたら５年生のまっすぐで素直な心が、そのまま花に描き込まれていたようでした。幸せ
のカ・タ・チは、さすが６年生と思わせる巧みさで、自分の幸せ夢が絵にしっかりと描かれ、額縁
も素敵でした。

「幸せのカ・タ・チ」

さて、H23 年に財団法人「日本青少年研究所」が行った調査で、日本
の高校生の自尊感情が際立って低いことが話題となりました。
「私は価値
のある人間だと思うか」の問いに，
「そう思う」の回答が，米国 57.2％に
対し日本は 7.5％でした。自尊感情（self-esteem＝自己肯定感）は、自分
自身を好きだと感じたり大切に思ったりする気持ちのことです。それが
高い人は他の人も大切にできるので、よい人間関係を結ぶことができ、
また、困難な状況に立ち向かえるそうです。また自尊感情と学力には相関がある（H25 全国学力調
査の分析）ともいわれています。では自尊感情はどうしたら高められるのでしょうか。
『日本の子どもの自尊感情が低い要因は、…本当の意味で達成感を味わって自分に自信をもつよ
うな経験の乏しさにあるのではないか。
』
（古荘純一著「教育虐待・教育ネグレクト」より）という本を読みました。
自尊感情を育むためには、子ども自身が自分で考え選択し活動していく中で、努力したことを褒め
られたり認められたりすることが大切なのではないかと思いました。展覧会の作品は、テーマや構
想を自分で決め作成していく中で、小さな努力や工夫を褒められ認められながら完成していきまし
た。だからこそ自分の作品が一人ひとり価値のある大切なものになったのだと思います。この経験
のような積み重ねが、自分への自信になっていくのでしょう。
1 年を締めくくる月となりました。今年も本校の教育にご理解とご協力をいただきまして誠にあり
がとうございました。来年も子どもたちのよりよい成長のために尽力していきます。
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図書室には、毎日、図書室サポーターとして栗田
先生か田村先生がいらしています。
子どもたちは、探している本が見付からない時一
緒に探してもらったり、本を借りる時アドバイスを
もらったりしています。担任や専科の教員は、授業
で使う本について相談したり、必要な図書を中央図
書館から借りてもらったりしています。また、図書
委員会の活動では、図書室での仕事について教えて
もらっています。図書室サポーターの先生方がいら
っしゃることで、学校の読書活動はとても充実した
ものになっています。
１２月１４日（月）中休みには、子どもたちが楽
しみにしている、毎年恒例の保護者による「読み聞
かせイベント」が実施されます。ここでも、図書室
サポーターが協力してくださり、読書活動の推進を
後押ししています。

（図書室運営部）
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22 火 朝読書 関ランタイム
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火曜日の中休みに持久走を
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行います。具合が悪い場合に
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は、見学とします。連絡帳で
知らせてください。

挿絵

展覧会の思い出
挿絵

A・M

わたしは体育館に入ったときにびっくりしました。
いつもの体育館がすてきな作品でかざられていた
からです。どの学年も見ているだけでがんばったの
がつたわりました。

I・Y

ぼくが「関南だるま」になんでつのをつけたかとい
うとかっこいいだるまをつくりたかったからです。
だるまには「野球せん手」になるというねがいをこ
めました。
これからも、
よい作品をつくりたいです。

E・H

「お気に入りのくつ」では、雰囲気を出すように工
夫しました。工夫したことで体育館がきれいでし
た。
「関南だるま」ではリボンを工夫しました。だ
るまがかわいくでき、体育館がかわいいだるまでい
っぱいになりました。

O・H

わたしは、展覧会で１番がんばったのは、
「お気に
入りのくつ」です。わたしのくつは全体がグレーな
ので、いろいろなグレーのぬり方に気を付けまし
た。

K・R

「お気に入りのくつ」で黄色いくつをかきました。
体育館で目立ってよかったです。
「関南だるま」は、
顔の色がへんになったけれど、楽しくできたのでよ
かったです。

K・S

ぼくは「関南だるま」を心をこめてつくりました。
強く生きていきたいという気持ちでビシッとした
顔のだるまをつくりました。なっとくする作品がで
きました。

K・H

「関南だるま」では、金と銀を使って、それが目立
ちました。みんなのだるまをかざったら色々なだる
まがあって美じゅつ館だと思いました。
「お気に入
りのくつ」ではみんなバックにふうけいをかいてい
いなと思いました。

S・N

「関南だるま」は、てんらん会に出す前もわたしは
すてきだと思いました。でも、てんらん会のかんし
ょうで、だるまさんを見たらみんなといっしょにい
て、おまつりみたいになっていました。それを見て
わたしは「とってもいいなあ。
」と思いました。

A・T

ぼくの「関南だるま」は、丁寧に、そして願いをこ
めてつくりました。ぼくのだるまの特徴は、目玉の
色です。あざやかだから目立ちました。

I・K

「関南だるま」では、カラフルにしたところと、ま
くものに色々な色で線を引いたところを工夫しま
した。
「お気に入りのくつ」は、ペンで線を引いた
ところを工夫しました。まわりに水玉をかいてきれ
いに仕上げました。

O・K

ぼくは、
「関南だるま」でひっかけられるだるまを
作りました。なぜかというと、立たなかったから、
ひっかけ用のぼうしをつくったからです。本当は、
立たせたかったけど、ひっかけだるまにしました。

O・M

「お気に入りのくつ」では、とくにひものところを
ていねいに工夫しました。友だちが「うまいね。
」
と言ってくれました。がんばってよかったと思いま
した。

K・F

ぼくが、一番がんばった作品は、
「関南だるま」で
す。がんばったところは、カラフルな色づけをし、
立体てきに見えるようにしたところです。みんな立
体てきできれいでした。

K・R

ぼくが、
「関南だるま」で工夫したところは、さい
しょに、上の方のほねから組んでいったところで
す。うまくいってうれしかったです。

K・H

わたしの「お気に入りのくつ」では、英語を使って
もようをつけました。
「関南だるま」では、わたし
はみんな「幸せ」になれますようにという願いをこ
めてつくりました。

S・K

わたしは、
「お気に入りのくつ」で、こするところ
をがんばりました。体育館に色々な作品がかざって
あってすごかったです。わたしの作品は、まわりに
大きな花をかいたのですぐ分かりました。

三年生の感想を紹介します
S・R

ぼくは、野球をやっています。だから、ぼくのだる
まのだい名は「がんばれ日本一」です。ぼくのチー
ムが日本一強くなってほしいからです。

T・A

わたしは「お気に入りのくつ」で、小さいころのく
つをかいたのですが他の人と絵をくらべると、ちょ
っと小さかったです。だから、次、５年生で絵をか
くときは、もっと大きくかきたいです。今から、５
年生が楽しみになりました。

T・R

わたしは、
「お気に入りのくつ」をがんばりました。
わたしがかいたのは、
「ヒールのくつ」でした。な
ので、上底をかいたところをがんばりました。少し
よごれているところもさいげんしました。

N・Y

ぼくにとって、はじめての展覧会でした。
「お気に
入りのくつ」は、とくにくつの形がむずかしかった
です。でも形をよく見て、ていねいにやったらうま
くできました。思っていたよりも、むずかしかった
です。

N・K

ぼくの「関南だるま」は、まん中にサッカーボール
が書いてあるのが目じるしです。サッカーせん手に
なりたいねがいをこめながらかけたので、よかった
です。

H・H

「お気に入りのくつ」では、まわりの色をカラフル
にするための色を考えるのをがんばりました。
「関
南だるま」では、目をていねいにかくのとまゆげと
口をくるんとするのをがんばりました。

M・Y

ぼくは「お気に入りのくつ」では、大きくかくこと
をがんばりました。思ったよりもむずかしかったで
す。
「関南だるま」ではいろいろとおかしなだるま
だったので、
「？だるま」という題名にしました。
よくできました。

D・R

ぼくは、体育館に入ったら、全ての学年の全ての人
の立体作品も平面作品も個せいを出してつくって
いてすごいと思いました。全校共同作品も、空にと
んでいるみたいできれいでした。

T・Y

わたしは「関南だるま」でほね組みや和紙をはるの
をがんばりました。かえるに合うまゆげを考えるの
を工夫しました。完成して、
「うまくできたなあ。
」
と思いました。

T・M

わたしが「関南だるま」でがんばったことは金と銀
をいっぱい使ったことです。なぜかというと、金と
銀の色を使うときれいになるからです。
「友だちだ
るま」というだい名にしたから、おなかに「友」と
かきました。

N・K

「お気に入りのくつ」は、たたみがあるので、たた
みだということを分かるようにかくのが大変でし
た。てんらん会では、４年生の作品が乗り物だった
のと、５年生の作品がとてもきれいだったのでとて
も気に入りました。

F・M

１～２年生が自分たちの作品を、自由につくったり、
かいたりしていたのがいいと思いました。わたしも、
次にはもっと自由につくりたいです。ほかの学年も
一人一人のよさが出ていていいなと思いました。

H・C

わたしは「お気に入りのくつ」で、大きくかくこと
ができました。
「関南だるま」は、わたしは形をき
れいにつくることができたと思いますが、ちょっと
だけつぶれてしまったけれどがんばりました。

Y・I

わたしは、
「関南だるま」のせなかに「いろはにほ
へと」と書きました。家に帰って、お母さんに見せ
たら、
「ひょっとこみたいだね。
」と言われました。
よく見るとそう思えました。

