
 

上風連小学校 校訓 『 つよい体・やさしい心・かんがえる頭・きまりよいくらし 』 

別海町立上風連小学校 学校だより 

 
No.７ 令和元年 ９月３０日（月）  発行責任者 校長 太 田  等 

学校ブログのアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｕｒｅｎｓ．ｏｒ．ｊｐ／ｋｉｄｓ／ 

      なぜ、『アンパンマンマーチ』？  上風連小学校 校長 太田 等 

9 月初旬の全校朝会。プレゼンをしました。最初の映像は、ある中学校卒業式終了後の場面。そこには、ある

生徒が自分の未来を明るく誇らしげに語る姿が。次の映像は、ある小学校高学年児童がグランドで声援を受けな

がら一生懸命に走っている場面。どの子もとてもよい表情をしています。しかしこの５秒後には激しい地鳴りと

ともに、空港の天井ははがれ落ち、人々が逃げ惑う姿。そして、巨大津波により、たくさんの家々が無残に流さ

れていきます。これは約１万６千人の犠牲者と約３千人の行方不明者を出した東日本大震災の映像です。その急

変した惨状に子ども達は、身動き一つせず、ただ息を飲んで見ていました。 

しかし、この震災直後に短期間で再生回数が１３００万回になった、幼い子ども達がよく聞くアニメソングの

動画サイトがありました。しかもリクエストしたのは、子ども達ではなく大人達です。果たして何のアニメソン

グなのか、子ども達は、それぞれに「う～ん」と頭をフル回転させているようでしたが、声がなかったのでその

曲を流しました。するとすぐに「あっ、アンパンマン！」という声が上がりました。そうです。そのアニメソン

グとは、やなせたかしさん作詞の『アンパンマンマーチ』です。当然のことながら、子ども達から「どうして 大

人が聞くの？」という声が上がりました。 

そこで、「なぜ、震災直後にたくさんの大人達が『アンパンマンマーチ』を聞いたのでしょうか？」という問い

を考えていきました。子ども達から「自分の子どもが津波で亡くなったから？」との発言がありました。確かに

そういう方もきっといらっしゃったことと思います。しかし、多くの大人がその曲を聞いたのは、「絶望の中から

生きる希望を見出すため」だったようです。その秘密は、『アンパンマンマーチ』の歌詩にあります。 

意味を考えると次のようになります。 

 

なんのために生まれて [生まれてきた目的は何か？]  なにをして生きるのか [日々の目標は何か？]  

こたえられないなんて [そういうことを考えず 明確にできない]  

そんなのは [そのような、行き当たりばったりな目的の無い生き方は]  いやだ！[絶対にしたくない！]  

今を生きることで [確かな目的をもって 今生きることで] 熱い心 燃える [希望の心が 広がる(胸が熱くなる)] 

だから 君は いくんだ ほほえんで [だから 君(あなた)は前を見て進もう 楽しんで] 

そうだ うれしいんだ 生きる よろこび [生きる目的に気づいたら 生きていること自体が楽しんだ]  

たとえ 胸の傷が いたんでも [たとえ どんなに苦しいこと 悲しいこと つらいことがあったとしても] 

ああ アンパンマン やさしい 君は [たしかな目的をもった君は みんなのために行動する人] 

いけ！ みんなの夢 まもるため [（だから）負けないで進め！ 大勢の人を幸せ（笑顔）にするために] 

 

最後に次のことをお話ししました。「皆さんのこれから長い人生の中では、映像でも見たように楽しいことばか

りではなく、いやなこと、つらいこと、苦しいこと、泣きたくなる事もでてくるかもしれません。しかし、そん

な時は、この『アンパンマンマーチ』を口ずさんでみてください。きっと、多くの大人達がそうであったように、

皆さん一人ひとりの心の大きな支えになることと思います。」その後のお昼の放送では、放送委員会の子ども達が、

スターティングソングとして、『アンパンマンマーチ』をかけてくれています。 

スマホ等の普及により、時代はいよいよ便利な社会になってきます。一方、そのために、様々な事象の意味を

忍耐強く価値的に判断できない人も増えてくるといいます。そのような世相だからこそ、「何のため～」という『ア

ンパンマンマーチ』の生き方を私たち大人は、子ども達の未来のためにも真剣に考えていく必要があります。 

令和元年度も来月からいよいよ後半に入ります。「私たちの活動は、子ども達に生きる力を身につけるため。」

というとても大切な目的を常に確認しています。そして、そのために、更によりよい教育ができるようプロとし

ての資質と能力を更に高めて参ります。今後とも教育活動へのご理解とご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。  

また、１0 月1２日（土）は、学芸会です。子ども達は歌や器楽、劇にと一生懸命に練習に励んでおります。

ぜひ、保護者・地域の多くの皆様のご来場とたくさんのご声援を宜しくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行 事 予 定 下校バス 

1 火 フッ化物洗口 白鳥号 視力検査 14:30 15:45 

2 水 研修日（特別日課） 視力検査 14:30 

3 木 一斉作業日（特日課）視力検査 14:30 

4 金 一斉作業日（特日課） 14:30 

5 土     

6 日     

7 月 
へき地教育実習着任式  

委員会活動  
14:30 15:45 

8 火 委員会活動  14:30 15:45 

9 水 学芸会児童公開 14:30 

10 木 フッ化物洗口  14:30 15:45 

11 金 前日準備(特日課)  14:30 

12 土 学芸会一般公開 下校バスなし 

13 日     

14 月 体育の日 (上風連連合大運動会)   

15 火 学芸会の振替   

16 水 
定例職員会議（特日課）  

学芸会後片付け  
14:30 

17 木 フッ化物洗口 14:30 15:45 

18 金 へき地教育実習離任式 14:30 15:45 

19 土 上風連中文化祭   

20 日     

21 月 給食費集金日 個人面談(特日課) 12:40 

22 火 即位礼正殿の儀   

23 水 個人面談(特日課)  12:40 

24 木 研修日（特日課） 14:30 

25 金 
フッ化物洗口  

上風連地域文化祭（地域展示） 
14:30 15:45 

26 土 上風連地域文化祭（地域展示）   

27 日     

28 月 
上風連地域文化祭（芸能発表会） 

給食なし 
14:30 15:45 

29 火 代表者会議 白鳥号 14:30 15:45 

30 水 お弁当の日  15:45 

31 木 合同音楽祭（小） フッ化物洗口    15:45 

○お弁当の日・給食費集金日 
 

 10 月のお弁当の日は、３０日（水）で 

す。お弁当の用意よろしくお願いいたします。 

○へき地教育実習があります！ 
 

今年度も北海道教育大学釧路校より、２名の大学 

生が「へき地教育実習」のため、10月７日（月） 

～１８日（金）までの２週間、本校で教育実習をす 

ることになりました。今年も、大学生とたくさん触

れ合い、すてきな思い出を作ってほしいと思いま

す。なお、配属学級は、３・４年生と５・６年学級

になります。 

○令和元年度 学芸会！ 
 

 今年度の学芸会は、下記の日程で行います。 
 
・日時 １０月 ９日（水） 児童公開 

１２日（土） 一般公開 

※開場 9：10～ 

              開演 9：40～です 

・場所 上風連小学校体育館 

・発表 遊戯：３・４年 

     劇 ：1・２年、５・６年 

    音楽：１・２年、３・４年、５・６年 

※発表順番につきましては、 

後日、プログラムを配布い 

たしますので、そちらでご 

確認下さい。 
 
来週から、更に本格的に練習 

が始まります。10 月 12 日 

（土）学芸会当日を楽しみ 

にしていて下さい。 

○上風連地域文化祭、10月 25日～ 
 

 10 月２８日（月）の芸能発表会では、全校合唱

で「ありがとうの花」「ハロー・シャイニン
グ ブルー」の 2 曲を発表します。その他に各学

年の発表を予定しています。今年も張り切って地域

の皆様の前でしっかりと発表します。 

また、地域作品展でも、主に図工や 

家庭科などの時間に制作した作品を出 

品します。 

どちらも楽しみにしていて下さい。 

☆10月 21日・23日 個人面談☆ 
 

 １０月２１・２３日に個人懇談のため午前授業

となります。内容については、お子さんの学校で

の生活や学習のようすをお伝えし、ご家庭でのよ

うすや学校への要望を伺いながらより良い指導

に役立てたいと思います。時間帯については、後

日、別紙にてお知らせします。お忙しい時期です

が是非ご来校くださるようお願いします。 


