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われています。今では, 植物をガソリンにして省エネ
にする取り組みも進められています。
今, 小さな平島でくらしていけるのも, 石油が使
えているからです。これからも省エネを考えながら,
エアコンの温度設定を決めて, 元気に過ごしたいで
す。

十島村の小・中学校からのメッセージ
中之島小･中学校
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３０年近く前, 教員採用試験の面接で「『あなたが
自分の学級で毎日必ずこれをやろう』と決めるとした
ら何をやりますか。」と聞かれたのを覚えています。
そのとき, 「毎日, 全員と話します。」と答え, 「そ
れはできるものではありませんよ。」と, 現実の見え
ていなかった私はたしなめられたのでした。
しかし, 中之島に来てからは, 学級, いや中学生
全員と話さない日はありません。７人ですから当然で
すが, 彼等の日々の表情が見え, 変化に気付くこと
のできる濃密な日々を送っています。また, 子どもた
ちを育むもの同士として, 保護者とも日常的に顔を
合わせ, 言葉を交わすことができるのも大きなメリ
ットです。
もう一つ, 大きな収穫と感じていることがありま
す。それは, 授業の中で, 子どもたちの満足した顔を
見るチャンスを得て, 学びの原点を再認識させても
らえたことです。
私は, 専門の国語以外に, 臨免により小中学生の
家庭科も担当しています。不器用を自認している私と
しては, 特に, 製作や調理実習に緊張を覚えます。授
業に取り組む前に, 自分でまず縫ってみる, 調理し
てみる…それからの実習です。
私の不安に反して, 実習の時の子どもたちの楽し
そうな表情！できあがった作品を満足げに見て, 「も
う一つ作ります。」と意欲を見せる姿に, こちらの気
持ちも高まります。調理実習でも,「野菜をゆでると
色がきれいだね。」とか「鍋で炊いたご飯はおいしい。」
など, 感じたこと, 発見したことが言葉になって躍
ります。今日の学びを生かしたいという思いが伝わっ
てきます。
さて, 国語の授業で, これまでに何回この思いを
味わえただろうかと私は自問します。できた, という
手応え。またやりたいという意欲付け。それを求めて,
これからも進んでいきたいと思います。
「教職員仲間であるあなた」への
私からのメッセージ
鹿児島県で教職に就く以上, 離島勤務は当然のこ
とですが, 十島での生活は, 特に, 私たちの視野を
広げ, 思慮を深めてくれると思いませんか。まだ, 十
島に来たことのない教師仲間に, 是非, この魅力を
伝えましょう。

