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本校では子どもたちの表現力向上を目指し、俳句や短歌を創作しています。

バトン持ち 静かに響く 心拍音 ピストル合図に 全力疾走 窄中 玲央
も しず ひび しんぱくおん あい ず ぜんりよくしつそう さこなか れ お

この日のために準備していただいた北川会

多くの来校者で賑わった 長をはじめ、愛育会の役員の方々に心より感

奈っ自慢子の心を見つめる教育週間 謝申し上げます。これからも一人一人の子ど
６月１８日（火）から２２日（土）まで教育 もを大切にして「笑顔あふれる奈留小中学校」
週間が開催され、のべ１ を目指します。教育週間中、来校していただ
０６名の保護者や地域の いた皆様、本当にありがとうございました。
方々が来校し、子どもた
ちの学習や活動の様子を
見ていただきました。
教育週間は全校朝会か

らスタートし、この週間
が始まるきっかけになっ

た出来事や意義について確認しました。 社会を明るくする運動弁論大会
①命を大切にする人になりましょう。（ひと
りぼっちを作らない。多くの友達とお話し 上記大会に、五島市内中学生１０名、高校
しましょう。） 生２名が出場し、本校からは校内弁論大会で

②相手の気持ちを想像できる人になりましょ 最優秀賞を受賞した、中学３年生葛島野乃香
う。 さんが出場しました。

③自分から笑顔のあいさつができる人になり 論題は「明るく奈留島」世界遺産「江上天
ましょう。 主堂」やキリスト教の歴史の紹介があり、奈
この３つの目標を子どもたちに投げかけま 留島の養殖魚やイノシシ肉のブランド化、

した。 その後、歌手の「イルカ」さんが書い また、奈留島の歴史のドラマ化や小説化等
た「まあるい いのち」という絵本の読み聞 ふるさと奈留島の活性化策が具体的に堂々と
かせを行い、「みんなちがうのですから、く 述べられ、野乃香さんの奈留島への想いが伝
らべることはおかしなことだとわかったので わるすばらしい発表でした。
す。」などの私が印象に残ったことばを、子 講評ではふるさとの未来をよく考えた発表
どもたちに紹介し、「いのちの大切さ」につ であり、奈留島の小説を是非「あなた」に書
いて考える時間を共有しました。 いてほしいと励ましのことばをいただきまし
最後は「まあるい いのち」の曲をＢＧＭ た。

に、すべての子どもたちと教職員の笑顔写真 審査員の先生方から、奈留小中高は「奈留
で作ったオリジナルムービーを紹介し、終了 ・実践」に取り組んでおり、ふるさと教育の
ました。 成果が発表に表れていたとお褒めのことばを
その他の取組 いただき
・小中高合同かるた・百人一首大会 ました。
・ＡＥＤ講習会 ・道徳公開授業 野乃香さ
・校内弁論大会（中学生）等 ん、梶山
教育週間のクライマックス、親善風船バレ 先生、本

ーボール大会では、児童・生徒、保護者、地 当にお疲
域の方々、教職員が一堂に会して、笑顔でふ れ様でし
れあう、とても楽しいイベントになりました。た。

校 訓

教育目標

なせばなる なさねばならぬ なにごとも ならぬは 人の なさぬなりけり

夢・実現 ～自ら学び 自ら生き方を切り拓き 夢を実現する児童生徒の育成～
３つの力【つながる力】【わかる力】【えがく力】７つの力 あ挨拶い一生懸命う動くえ笑顔お思いやりか考えるき気づく



地域の学びの場に感謝 中学２年生職場体験学習

奈留島は地域の諸団体が子どもたちのため ７月２日（火）から４日（木）まで３日間
にたくさんの学びの場を作ってくださってい 職場体験学習が行われました。この学習は「奈
ます。 留・実践」（あすなる）の時間に
今回は３つの取組を紹介します。 ①働くことの意義を学び社会に貢献できる
まず、７月６日（土）「なるっ子教室」が 生徒の育成。

開催され七夕集会とふくれもち作りが行われ ②人と人との交流を通して、コミュニケー
ました。本校からは、十数名の小学生が参加 ション力を高めること。
しました。なるっ子教 ③地域を支える人々に目を向け、地域の方
室は年間１０講座が予 々の期待に応える気持ちを高めること。
定され、豊かな人間性 を目的に実施しました。
と社会性を育むことを 生徒たちは、普段はお客さんや患者として
目的に活動しています。 お世話になっている各事業所で、従業員や職

員として、これまでとは違った立場で３日間
次に、７月９日（火）読 を過ごし、新たな発見や学びの多い、貴重な

書ボランティア「童里夢」 体験になったようです。今年は全員が第一希
さんによる読み聞かせが、 望の事業所で体験することができました。
本校図書室で、前期児童を 快く受け入れていただいた事業所の方々に心
対象に行われました。「花の より感謝申し上げます。

き村とぬすびとたち」盗人のかしらが、初め 近年、先行き不透明な
て人から信用されたうれしさに涙を流すとい 社会の中で、子どもたち
うお話でした。人間は「信 が直面する様々な課題
用」が一番だ。というこ に、柔軟かつたくましく
とが子どもたちに伝わっ 対応し、社会人として自
たことだと思います。毎 立した人を育てる観点からキャリア教育の推
月ありがとうございます。 進が求められており、本校では小学校１年生

から高校３年まで１２年間を見通したキャリ
最後にＮＰＯ法人「ＤＯＮＤＯＮ奈留」さ ア教育を行っています。

んの御協力のもと、「奈留・実践」ボランテ また、私は子どもたちの誕生日に「バース
ィア活動の時間に５・６年生が、宮の浜海岸 デー面談」を行い、児童・生徒を理解する機
の清掃活動を行いました。 会を作っています。その中で必ず「将来の夢」
この活動では、奈留 を聞くことにしていますが、小学生の方が即

島のゴミの状況を知 答し、中学生は答えられないことがあります。
り、清掃活動を通して 進路選択が近づき、慎重になっているのか
奈留島の役に立つこと もしれませんが、一度っきりの人生で、やり
（貢献）のすばらしさ がいのある職業（天職）に就けるよう指導し
を体験しました。 ていきたいと思います。

ゴミの中にはハング
ル文字や中国語のペ
ットボトルがあり、
現在世界的な問題に
なっている海洋プラ
スチック問題の学習に お世話になった事業所
もなりました。

このように多くの学 ○奈留消防署
びの場を作り、地域で ○奈留医療センター
子どもたちを育ててく ○三兄弟工房
ださる奈留島の方々に ○ハーバルフォレスト
心から感謝申し上げま ○スーパーすずらん
す。 ○さくら保育園



１学期よくがんばった
千畳敷に行ってきました。 奈っ自慢子！！

本日終業式が行われ、１学期を無事終了す
雨天のため延期さ ることができました。１学期の登校日数は
れていた小学１・ ６８日間で（１年生は６７日）子どもたち
２年生の校外学習 は、毎日毎日、長くて急な鍛錬坂を登って、
が７月１１日（木） 元気に登校しました。この間、子ども一人
に行われました。 ひとりの心の中で、わくわくしたり、悩ん
この学習は生活 だり、多くのドラマがあり、その経験は確

科の授業で、夏の 実に子どもたちの成長につながっていくと
海に出かけて、海 思います。私は今年初めて小中併設校に勤
辺で波と遊んだり、 務しましたが、中総体の激励式での小学生
生き物を見つけて、 の応援、中総体での中学生のがんばり、逆
ふるさとの自然と 境に追い込まれても負けない精神力、陸上
親しむことを目的 大会での思いやりバトンは忘れることがで
に実施しました。 きません。本当によくがんばってくれまし
私が千畳敷に到 た。

着した時には、子 １学期、全校を上げて取り組んだ、あい
どもたちは、マリンシューズに履き替え、手 さつについての子どもたちの振り返りを紹
には網と生き物を捕獲した時のバケツを持 介します。
ち、準備万端、まなざしは獲物を追う漁師の ○ あいさつが元気よくできた。
目になっていました。早速、潮だまりに入り、 ○ あいさつがいろんな人とできた。
えび、ヤドカリ、小魚を次々に捕まえ、「ど ○ 朝、校門で校長先生にさわやかなあ
ーだ」と言わんばかりのどや顔や笑顔があふ いさつができた。
れていました。また、前日の雨のため岩場が ● あいさつの声が小さかった。
滑りやすい状態で、何人かが、滑って尻もち ● 自分からあいさつができなかった。
をつく場面が見られましたが、今年度の本校 ● あいさつがさわやかではなかった。
の教育方針である「失敗から学ぶ体験」の通 今学期は小学生が４月から６月までの生
り、その後は用心し、無事活動が終了しまし 活目標として、中学生が朝の「あいさつ道
た。協力していただいた保護者の方々に心よ 場」や生徒会の「あいさつ運動」を行い、
り御礼申しあげます。 あいさつに力を入れて指導しました。

「人間関係のすべてはあいさつから始まる。」
「あいさつは夢の実現に欠かせない、人生
を左右するもの」と言われます。
また、あいさつの表情や声の高低、タイ

ミングは、子ども時代の家庭や学校でのあ
いさつに影響されると言われています。是
非、御家庭での「おはよう」「おやすみ」「行
ってきます」「ただいまの」あいさつの指
導をお願いします。

夏休み中のお願い！
明日から４４日間の長い夏休みに入りま

す。そこで、次の４点をお願いします。
①子どもの基本的な生活習慣や行動に乱れ
がないか見守ってください。

７月はココロねっこ運動強調月間です。 ②御家族でふれ合う時間作りをお願いしま
今年度の最重点課題は「インターネット利 す。子どもの成長に影響があるようです。

用に係る子供の性被害の防止」です。 ③子どものことで気がかりなことがありま
奈留から悲惨な事件の被害者が出ないよう家 したら、学校に相談してください。
庭や地域での見守りをよろしくお願いしま ④子どもたちのかけがえのない命を守って
す。 ください。




