
子どもたちに身に付けさせたい力 文責 寺脇秀司

主体性： き気づく→ か考える→ う動く
しゆたいせい

人前力： 自ら表現・他者理解・協働
ひとまえりよく

弟が 魚たくさん 釣れたよと 叫んでいるよ いい響き 空恩
通学路 歩くと出てくる 白い息 玲央

２学期 （子どもたちの気づき）

よくがんばった奈っ自慢子 ①みんなが疲れている

１年間で最も長く、子どもたちにとって、 とき、友だちを元気
学習や運動に適した２学期、やる気次第では づけたり盛り上げる
自分を伸ばし、活躍できることを子どもたち ことが大切なことに
・教職員と確認してスタートしました。 気づいた。
今学期は小中高三大行事である体育大会等、 （修学旅行を楽しくするのは１人１人）

上級生が下級生に手本を示し、下級生は上級 ②レクレーションでみんながイェーイや拍手
生を目標にがんばる場面が数多く見られ、人 をして場を盛り上げることは大事だと思い
前力が向上し「行事に燃える２学期」となり ました。
ました。 ③温泉に入った後をきれいにすると次の人が
また、コロナ禍 使いやすいので、次の人のことを考えたり

の中で、感染対策 周りを見て行動したいと思いました。
を講じて各行事を ④がまだすドームでビ
実施しましたが、 デオを見たり、体験
本校単独で行った することで山が噴火
小学校の陸上競技 することは怖いこと
記録会等、保護者 だとわかった。
の方々を始め、多くの方々の支援で開催でき ⑤原爆資料館で実際の写真を見て、戦争はと
たことへの感謝の気持ちが子どもたちから伝 ても恐ろしいものだということがわかりま
わり、コロナ禍だからこそ感じることができ した。
た気づきも数多くありました。まさに「ピン 出発前に３日間で１人１０個の気づきを見
チをチャンス」に変える取組が随所に見られ つけることを課題にしましたが、全員が 10個
ました。 ずつ、合計 120 個の気づきが届きました。今

すばらしかった修学旅行 回はその中から５つの気づきを紹介しました。

コロナの影響で県内実施という市教委の指 ①の気づきにつ
導を受け、当初の計画の時期、コースを大き いて「修学旅行を
く変更し、感染対策を行い、担当者の努力や 楽しくするのはだ
保護者の方々のご理解のおかげで実施できた れ？」修学旅行２
修学旅行。旅行中の様子は、学校 HP でお知 日目少し子どもた
らせしましたが、子どもたちの仲間に対する ちに疲れが見え始めたころ、担任が子どもた
優しさや時間やルールを守るまじめさなど良 ちに問いかけたことばです。
いところをたくさん見せてもらいました。そ 「楽しくすることを人任せにしていない
の後の学校生活を見ると、あいさつや表情、 か？」「楽しくするのはあなた自身」という

自分の考えをしっかり 担任の思いが子どもたちに伝わり、その後の
述べる人前力など、修 行動が変わりました。
学旅行を通して確実に 「常に自分の事として考えなさい」という平
成長しました。これか 素からの指導の成果だと
ら奈留小学校のリーダ 思います。
ーとして活躍してくれ 学びあり感動ありの非
ることを期待したいと 情にすばらしい修学旅行
思います。 になりました。

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 ～楽しい３つの力の育成を通して～ ３つの力【つながる力】【わかる力】【えがく力】

愛言葉 あ挨拶 い一生懸命 う動く え笑顔 お思いやり



（りく）ぼくも運動会をがんば

生徒会役員選挙 りました。色別対抗リレーで
代表に選ばれて、２年生と一

今年の生徒 緒に走りました。お兄ちゃん
会役員選挙は にバトンを渡すことができて
立候補者が多 良い思い出になりました。
く、演説の内 （こはる）私も運動会をがんば
容もすばらし りました。私が特にがんばっ
く、生徒たち たのは、かけっことチェッコ
の生徒会活動 リ玉入れです。かけっこは最後までがんば
への意識の高 って走りました。
さを感じまし 新会長幸音さん 新副会長璃音さん 中学生の代表は久保聖樹さんでした。学級
た。 委員としての振り返りと３学期の抱負を堂々
先日、当選した２人に奈留中学校の現状と と話してくれました。

課題を聞いてみましたが、２人ともしっかり 人権週間
した考えを聞かせてくれました。

１２月４日から１０日まで、本校の人権週
本校の長所は生徒みんなが仲の良いところ。間が行われ、人権について考える様々な取組

しかし、「親しき仲にも礼儀あり」けじめは が行われました。
付けなければいけないこと。 今年は長崎から講師の先生をお招きして、
課題は①地域でのあいさつ：あいさつ道場 多様性（みんなちがってみんないい）につい

等であいさつの練習をしているが、実生活に て学びました。
つながっていない。原因は恥ずかしさ。恥ず 本校はしま・家族留学生が学んでおり、生
かしさに負けず相手を元気にするあいさつが まれ育った環境が異なる仲間と切磋琢磨しな
飛び交う学校にしたい。 がら、社会性や学力、部活動などすばらしい
②自分の考えを授業や集会時にしっかり述べ 相乗効果が生まれています。確実に他者を認
ることができていない。 める心が育っていることを実感しています。
③先生からの指示を待ち、自ら考えて動く集 今年度設置した「レインボースペース」も
団になっていない。 小学生・中学生・教職員の交流の場所として
②③については本校が取り組んでいる「人前 活用されています。ちなみに虹は希望の象徴
力」を高る取組をしたいと抱負を語ってくれ と言われています。コロナ禍で「人権」に関
ました。今後の活躍が楽しみです。 する問題も発生していますが、今回の学習を

通して、相手の気持ちを考

終業式代表あいさつ えて行動できる「思いやり」
のある子どもに育ってほし

今回は小学１年生全員が２学期がんばった いと思っています。
ことと３学期にがんばりたいことを元気いっ

ぱい発表してくれました。その一部を紹介し 御礼！空き瓶回収
ます。
（かずや）ぼくが２学期にがんばったことは １１月２９日（日）寒空の下、多くの保護
体育です。３分間走では最初はグラウンド 者の皆様と生徒、職員で恒例の空き瓶回収が
を２周は走れなかったけど２周半走れるよ 行われました。コロナ禍でどれぐらい集まる
うになりました。 か心配されましたが、地域の方々のご協力も

（しゅう）ぼくは２学期に算数をがんばりま あり、昨年並みの空き瓶を回収することがで
した。繰り上がりのある足し算や繰り下が きました。年末の多忙な中、ご協力いただい
りのある引き算が速く計算できるように、 た保護者の皆様、地域の皆様たいへんありが
毎日計算カードで練習しました。 とうございました。収益金は、部活動の活動

（さわの）私が２学期にがんばったことは運 費として大切に使わせていた
動会です。初めのことばを覚えて言えるよ だきます。今後とも、本校へ
うにたくさん練習しました。本番では大き のご支援をよろしくお願いい
な声で言うことができました。 たします。良いお年をお迎え

ください。



子どもたちの輝き

〇 五島市中学校剣道競技新人大会

男子個人 第３位 久保 聖樹

〇 五島市中学校バドミントン競技新人大会

女子団体 優勝 奈留中学校（美乃里・幸音・芽依・心菜・柚葉・璃音）

男子シングルス 優勝 谷内 想汰

女子シングルス 優勝 片岡 美乃里

ダブルス 優勝 松村 幸音・黒岩 芽依

※ １月９・１０日に開催される県新人大会での活躍を期待します。

〇五島市これ単テスト 満点賞

１ st grade 葛島 柚葉・小西 拓翔・中惠 璃音・原塚 心菜

２ nd grade 片岡 美乃里・久保 聖樹・城田 佳摩・古巣 瑠奈・松村 愛華

３ rd grade 門脇 優・城山 海響・夏井 海聖・深堀 友翔

〇「税についての作文」

長崎県納税貯蓄組合連合会長賞 門脇 優

〇第３８回八朔ロードレース大会

小学校２年生男子の部 優勝 降田 獅龍

小学校２年生女子の部 ３位 中村 梓沙

〇英検

準２級 門脇 優 ３級 松村 愛華
窄中 玲央

〇３学期の主な行事
〇１月 ８日（金）第３学期始業式 〇１月１２日（火）中学生実力テスト
〇２月 ２日（火）新入生説明会（小６） 〇２月 ４日（木）新入生説明会（園児）
〇３月 9･10日（火・水）公立高校入試 〇３月１６日（火）卒業証書授与式
〇３月２４日（水）修了式 離任式


