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校庭の木々も色づき始め、秋の気配が濃くなりました。本格的な芸術
の季節の到来です。１１月９日には、本校の体育館は、芸術劇場に変身
します。今、各教室や音楽室からは、子供達の歌声や劇のせりふが響い
てきます。今週から体育館での練習も始まり、学芸会へのムードが高ま
っています。
さて 、学芸会といえ ば、私に も忘れられない たくさんの思い出 があります 。
大きい 声がなかなか出 ない子を泣かせて しまったこと、 子供の実態に合わ せて脚本をどんど ん変えて、ま
るで違 う劇になってし まったこと、動き の特訓をしてい たら外が真っ暗に なり、子供を家ま で送っていっ
たこと 、衣装や道具が できずに保護者に 手伝ってもらっ たこと等、数々の 失敗を思い出しま す。
でも 、子供とともに 創り上げていく劇 の楽しさは、何 物にも代え難いも のでした。そして 、やりとげた
後の充 実感、満場の拍 手をもらった子供 達の誇らしげな 顔、感動で涙をた めた子供の瞳が今 でも脳裏に焼
き付い ています。子供 達は、学芸会とい う１つの行事を やり遂げたことを 通して明らかに成 長していたの
です。
その 数十年後に開か れたクラス会で 、
「子供達が得た感動 は、確実 に成長の源にな り、人 を育てる 」こと
を確信 しました。
「ギャ グで動いてみた ら、いい動きだっ てほめられた。 会場を笑いの渦に した快感が忘れら れない 。」
クラス 会で 、巧 妙な司会をし 、場を盛り 上げているＡ君 は、今は 、どこに 行っても人気者に なっています 。
「ものども 、行け− 。」大声と迫力のあ る演技で会場をわ かせた親分役のＢ 君は 、大学のラグビー部 主将を
得て、 会社の社長にな りました。社員を リードする親分 の貫禄十分です。 もっとも、学芸会 以降、自信を
持ちす ぎて、教室でも 大声だったのは、 いささかまいり ました。
「今で もつらい時は、 −日はまた昇る− 学芸会で言った 言葉がよみがえっ てくるんです 。」
当時、 恥ずかしがり屋 だった C さんは、今 では二児の母で、 見るからに 肝っ 玉かあさんです 。
「あの 時、私は変わっ た。」当時を 思い出し、語る言 葉は、とても頼も しくみえました 。
すで に、ひげを蓄え 、お化粧をし、す っかり大人にな った子供達も、当 時のテーマソング をみんなで歌
うと、 あのなつかしい 幼い顔になってい ます。一つの劇 をみんなでやり遂 げた思い出、新し い自分のよさ
の発見 、人からたくさ んの拍手をあびた 感動が、子供の 成長の糧となり、 前に向かって生き る力を育てた
のだと 思います。
学芸 会を実施する学 校は、今、全国的 に減っているの が現状です。でも 、自分の思いを言 葉や歌・身体
などで 創造的に表現す る学芸会は、豊か な人間性や感性 、言語能力を育て ます。子供達が学 芸会の練習や
発表す る過程において 成長する姿を保護 者の皆様は、し っかり見守り励ま してほしいと思っ ています。

１０月１３日（ 土）ＰＭ１：３０ 〜２：１０
本 校体育館におい て、金管バンドの オータムコ
ン サートを行い、 日頃の練習の成果 を発表しま
し た。
コンサートでは 、子どもたちが大 好きなＥＸ
ＩＬＥ・Ａ ＫＢ４８のヒッ ト曲、「アフリ カンシ
ン フォニー」など 管楽器の名曲を６ 曲、披露し
ま した。６年生の 部員が日頃の活動 の様子を劇
で 紹介したり、４ 年生部員のダンス が登場した
り するなど、手作 りのアットホーム な会になり
ま した。多数の保 護者・地域の皆様 から温かい
拍 手をいただき、 子供たちも「コン サート大
成 功！」と大喜び でした。
金管バンドは、 １１月４日（日） の尾久っ子
ワ クワクまつりで も演奏します。こ れからも応
援 よろしくお願い いたします。
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子供達の決めた目標は、「最後まで役になりきり、感動の拍手をわきおこそう」です。当日は、ぜ
ひご参観いただき、あたたかい拍手をお願いいたします。

たくさんの参観

ありがとうございました
学芸会について

学校公開週間 では、のべ１２ ４６名（オータム
コンサー ト含）という多 数の方が参観して くださ
いました 。教科の授業や 職人教室・骨の特 別授業
・調べ学 習等、熱心に参 観いただきました 。
また、 道徳授業地区公 開講座は、低・中 ・高学
年に分か れ、懇談会を行 いました。今年は 、人に
かかわる ことをとりあげ ました。自分がさ れてい
やなこと は人にしない、 挨拶やありがとう の感謝
の言葉を 大切にしような どの意見がだされ ました 。
骨格模型を組 み立てる子供達

道徳地区公開 講座

懇談会

11 月 10 日の土曜日 を地域･保護者の
方々の参観 日とさせて頂き ました。ご
来校の際は 、上履き(下足き入れ)を必
ずご持参下 さい、また、校 庭の体育館
非常階段か ら体育館にお上 がり頂きま
す。女性の 方はハイヒール などでは、
校庭内に入 れませんのでご 遠慮下さ
い。また、 エレーベーター を使われ
る方は、係 までお声かけ下 さい。

尾久っこ
わくわくまつり

給食の 放射性物質検査

子 供た ちが 楽 しみ にし て
い る ｢尾 久 っ こ わ く わ く ま
つ り ｣今 年 も 金 管 バ ン ド が
出 演 す る 他 、 本 校 ｢お や じ
の 会 ｣の 皆 様 や 保 護 者 の 方
々もお 店を出 して下さ るな
どご協力頂 いております。
ぜひ、多数 のご参加を！

先日 行い まし た、 給食 の
放射性 物質測定検査の結 果、
「測定 下限値未満」との 報
告を受 けました。
これ からも学校給食が 安
心して 提供出来るよう、 ご
報告を 続けてまいります 。

を行いました！

