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感動をありがとう 
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 大変古い話で恐縮ですが、

昭和４２年当時小学校６年生

だった私は、日生劇場に担任

の先生の引率のもと、劇を観

るため日比谷線に乗って出か

けました。今となっては何を

観たのかは全く覚えていませ

んが、オープニングで「まく

を開ける歌」を初めて聞きま

した。テレビに出演している

有名な俳優さんも舞台上にい

て、感激したのを覚えていま

す。 

 時は過ぎて平成１３年、港

区に異動になりました。当時

港区内の小学校は年に１回、

四季劇場に招待されて観劇す

ることができました。そこで

初めて私は「ライオンキン

グ」を観ました。心の底から

感動しました。その後自分で

チケットを購入して、もう１

度「ライオンキング」、「ウィ

キッド」、「オペラ座の怪人」

と続けて観ました。どの作品

も素晴らしかったです。 

 そんなことを考えながら、

学芸会当日に私は、舞台の袖

にいました。なるべく進行の

邪魔にならないようにかつ、

できることは手伝おうと思い

いました。 

そこには、子ども達の真剣

なまなざしがありました。驚 

 

 

いたことのひとつは、低学年

の子でも劇の途中で、衣装を

着替え出すのです。小規模な

学校ですので一人二役がある

のです。子ども達はそのこと

を当たり前のようにこなして

いきます。 

 面白いというと子ども達に

失礼ですが、普段元気で活発

な子が、見るからに緊張して

いて顔色が悪いのです。中に

は体全体が固まったようにな

っている子もいます。そんな

時は、「一杯練習してきたの

だから大丈夫だよ。」と声を

かけます。一人ひとりの子ど

も達の一生懸命な姿に、初め

て「ライオンキング」を観た

ときと同じくらい感動しまし

た。 

また本校の学芸会は、大道

具、舞台照明、スポットライ

ト等すべて教職員が行いま

す。子ども達からは感動をも

らい、先生方や主事さん方に

は感謝の気持ちでいっぱいの

学芸会でした。 

 

＜教育相談日＞毎週月・火曜

にｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰが相談に応じま

す。 

＜今月の校庭開放日＞☆ 

午前 9:30~12:00 

午後 1:00~4:30 

４日､１１日､1８日 

 

日 曜 1２月行事予定 

1 木 安全指導 

2 金 避難訓練 

3 土  

4 日  

5 月 よい歯の講話 

6 火 JET交流会 4年 測定 

７ 水 午前授業 

8 木 青空班なかよし給食 

9 金 校外学習 5 年 

10 土  

11 日  

12 月 
委員会  

アウトリーチ４，５年 

13 火  

14 水 

4 年生以外午前授業 

区音楽部研究授業 4 年

（５校時） 

15 木  

16 金 
校外学習 6 年 

ダイキン環境授業４年 

17 土  

18 日  

19 月 クラブ 

20 火  

21 水 
給食終 コレドオリエン

テーション 3，4，5，6 年 

22 木 終業式 

23 金 天皇誕生日 

24 土  

25 日  

26 月 冬季休業日始 

27 火  

28 水  

29 木  

30 金  

31 土 大晦日 



５年 学芸会について  

◯最後の学芸会で自分の最高の演

技を思い切り出せて、とても気持

ちよかったです。 

◯学芸会練習はとても大変だった

が、自分なりに頑張ることができ

てよかったです。 

◯大勢の人の前で演技したので緊

張し、練習通りにいかない部分も

あって悔しかったです。 

◯僕は言葉が少ない役でしたが、

緊張せずに役になりきって演技で

きたのでよかったです。 

◯口を大きくして台詞を言うよう

にしました。最後の学芸会、思い

切り演技しました。 

◯特に４年生と６年生の劇が面白

かったです。僕は大きな声を出す

ことを頑張りました。 

◯最後の学芸会なので、とても責

任を感じて何としても成功させた

いと思って緊張しました。 

◯初めて学芸会で｢一人二役｣を演

じました。練習のときよりも大き

な声で演じきりました。 

◯周りが大きい声で演技をしてい

たので、自分も本番では大きい声

を出せました。 

◯みんな表現が大きくて、感動し

ました。特に、２年生の劇が面白

かったです。 

◯大きな声で表現も大きくできて

よかったです。４年生と６年生の

劇が面白かったです。 

◯明るく活発なピコを最後まで演

じきれました。歌もよく声が出て

よかったです。 

◯めあてで書いたように、大きい

声で演技することができてよかっ

たです。 

◯声があまり出ていなかったのが

課題ですが、思い出に残る学芸会

でした。 

◯本番では緊張したけれど、他の

役の人達が練習よりも上手だった

ので私も頑張りました。 

◯戦争で死んでしまった子の役を

演じました。一人一人の演技の大

切さが分かりました。 

◯みんなで協力して、｢夢から醒め

た夢｣という素敵な作品を創りあ

げることができました。 

◯自分の力を最大限出して、楽し

い学芸会にすることができました。 

◯緊張しないで演技ができました。

笑ったり感動したりした素晴らし

い学芸会でした。 

◯大変なこともあったけれど、頑

張って精一杯やったから成功でき

て嬉しいです。 

◯最大限に自分の力を発揮し､演

技でき、嬉しかったです。 

◯学芸会後、｢うまくできていてす

ごかったよ｣とお母さんが言って

くれて嬉しかったです。 

◯最後の学芸会だったので、大き

な声を出しました。 

◯始まる前はすごく緊張したけれ

ど、うまく演技できてよかったで

す。 

◯自分の目標を達成でき、｢感動し

た｣という声があがったので練習

の成果がでてよかったです。 

◯最初は緊張したけれど、動きを

大きくでき、声や歌も大きく出せ

てとても嬉しかったです。 

◯学芸会で今まで練習した成果を

出せました。最初に比べて演技が

とても上達しました。 

◯ぼくはこの学芸会で、友達との

絆を深められたと思いました。 

◯最後の学芸会。緊張したけれど、

大きな声で気持ちが伝わるように

頑張りました。 

 

 

４年檜原小との交流について  

◯檜原村の子と遊びました。中央

区を案内するのが、楽しかったで

す。みんな優しくて、面白い子ば

かりでした。 

◯檜原小の子と一緒に電車に乗れ

て良かったです。あと、また、払

沢の滝を見たいです。 

◯山登りがつらかった。払沢の滝

がすごく高かった。滝の水はつめ

たかった。また行きたい。 

◯檜原村に行った時に１番すごか

ったことは払沢の滝です。迫力が

ありました。山登りも楽しかった

し、ナメコももらえて良かったで

す。 

◯一緒に給食を食べたり色々な所

に行ったりしてとても楽しかった

です。檜原村に行ったときの払沢

の滝はすごかったです。 

◯中央区巡りをしたことがとても

楽しかったです。築地場外市場に

は、たくさん人がいてとてもびっ

くりしました。 

◯歌舞伎座や銀座へ行ったりして

友達もできたからとてもうれしか

ったし、楽しかった。 

◯歩きながら色々見て楽しかった。

払沢の滝の水が冷たくて気持ちよ

かったけど、冷たすぎたので手が

ふるえました。 

◯檜原小の４年生と払沢の滝に行

けて良かった。歌舞伎座にみんな

と行けて良かった。 

◯今後も交流したい。払沢の滝が

一番楽しかった。二番目は給食を

一緒に食べたこと。 

 

 

 

生活目標 

物を大切にしましょう。 

保健目標 

換気に気をつけましょう。 

給食目標 

食べ物の働きを考えて食べましょう。 


