
果てしなき夢 武市俊彦

私の小学生の時の夢は、「電車の運転士になる」ことでした。それも“マルーン色”の電
車と決めていた。家から 30 分ほどの距離を歩いて駅に行き、券売機の上にある路線図を
見て、駅名を懸命に覚えた。まず車掌さん、そして、運転士という順番であるはずと勝手
に決めていた。ドアの閉め方、案内の放送の仕方 自分が考える車掌の仕事を上手に真似
できるようになってから、運転士の動きをじっと見るために、運転席のすぐ後ろのガラス
にへばりついた。ブレーキのかけ方はとても難しいと思っていたし、決められた位置に車
両を停める“技”にあこがれたりもした。････

「好きこそものの上手なれ」 よくこんなに好きになり熱中
したものだと今でも思う。

義田貴士さん（ｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 学研教育出版）の「イチロー 果てしなき夢」には、大
きな目標を持ちながらも、まずは小さな目標を立てクリアーするというイチローの考え方
そして、イチローはそれを「正しい努力」と呼んでいる、と書かれています。

確かに、大きな夢に向かうことは難しいです。うまくいかないことがあれば自信をなくし
てしまうかもしれません。小さなステップを一段、一段 上がっていき、力をつけること
の大切さを感じます。あきらめないで、粘り強く続けること。うまくいかないことがあっ
てもあきらめて終わりにしなければ可能性は続くということが言えそうです。これは、夢
にむかうことだけではなく、色々なことに当てはまると思います。この本を読んで、「正し
い努力」という言葉と日頃、児童に話していることに結びつくなあと思いました。

本校は、体育の研究に長年取り組んでいます。「今、できる力で精一杯楽しむ」「もう少
し頑張ればできそうなことへの挑戦を楽しむ」という授業への考え方も、イチローの「正
しい努力」につながる部分があるような気がしました。

『粘り強く続ける力』 『あきらめないでやり抜く力』は 何事においても大切ですね。
“果てしなき夢”をかなえるためにも･･･

12 月 2 日には音楽会が開催されます。今、子どもたちはどんな思いでいること
でしょう。

6 年生にとっては、これからの全ての行事等に ” 小学校生活最後の ” という言葉がつい
てきます。良き思い出のために、自分の成長につながる価値あるものとして、取り組んで
ほしいと思っています。最高学年の 6 年生に小学校生活最後となる〈音楽会〉についてた
ずねました。

【こんな音楽会にしたい】
・小学校生活最後の音楽会やから、みんなで楽しくみんなを感動させられるようにしたい。
・みんなが心に残る音楽会にしたいです。 ・見ている人も演奏している人も楽しめる音

楽会。
・聞いてくれた人を感動させるような楽しい音楽会にしたい。・みんなが楽しめる音楽会に
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したい。
・誰が見ても感動できて自然と拍手がおこるような音楽会にしたい。
・いろんな人にすごいなあと思ってもらえるような音楽会にしたいです。
・みんなで協力して楽しい音楽会にしたいです。 ・心に残る音楽会にしたいです。
・歌う時は大きな声で鍵盤ハーモニカをひく時は一生懸命ひくという音楽会にしたい。
・やっぱり 6 年生はすごい！って思われるような音楽会にしたい。
・みんなが楽しめる音楽会にしたい。 ・あとで後悔しない。
・楽しくて最高の思い出になるような音楽会。 ・楽しい音楽会。
・みんなが笑顔できれいな歌や合奏にしたい。保護者の人たちを感動させたい。
・6 年生の歌などを聴いて「すごいなあ」「こんな 6 年生になりたい」など音楽会を終え

てから思えるような音楽会にしたいです。 ・大人になっても記憶に残るような音楽会。
・みんなが喜ぶ音楽会にしたい。 ・見に来た人が感動する音楽会。
・運動会のリレーのような音楽会にしたい。 ・みんなで１つになり 1 番いい音楽にする。
・「6 年生かっこういい」と思うような音楽会にしたい。 ・心に残る楽しい音楽会。
・みんなが自信を持って歌ったり合奏したり、みんながキラキラ輝いている音楽会にした

い。
・小学校生活でいろいろなことをしてきました。なので音楽会でもがんばりたいです。
・音がそろっていて、かっこうよく楽しい音楽会にしたい。 ・楽しい音楽会。
・学年１つにして、心も１つにしてがんばり最高の音楽会にしたい。
・小学校最後の音楽会と自信を持って言える音楽会。
・聴いていた人が聴いて良かったと思えるようにする。
・立北の音楽は宇宙一に最高の音楽会にしたい。

【音楽会でがんばりたいこと】
・緊張せずにがんばる。 ・木琴を間違えない。 ・全力で歌うこと。
・今はまだ完璧には出来ていないから完璧にしたい。 ・楽しく笑ってできる。
・鍵盤を思い切りひきたい！！歌を思い切り歌いたい。 ・間違えないように演奏したい。
・合奏でみんなの息をぴったりそろえてがんばりたい。 ・すみずみまで声が届くように

したい。
・いい音楽会と思えるように、どの楽器も成功させたい。・声が最近でないから必死で頑張

りたい。
・口を大きくあけて、リズムにあわせてティンパニーをたたく。
・みんなで最後まで全力でやりぬきたい。 ・失敗しないようにする。
・みんなが体育大会で一つになったように音楽会でも 6 年生が１つになって最高学年とし

てがんばりたいです。
・歌や合奏を頑張りたい。みんなで協力する音楽会。 ・音を間違わないようにする。
・自分は歌がへたくそだけど、歌は好きだから歌も頑張るし、合奏の時も笑顔で終わりた

い。
・自分に与えられた役目をしっかり果たして、過去最高の音楽になるようにがんばります。
・人生の中で小学校の音楽会は最後なので、全力で歌ったり、楽器も頑張りたいです。
・リコーダーと歌は得意だけど、鍵盤は苦手だから、鍵盤を練習して最後の音楽会でかっ

こうよく終われたらいいなと思う。
・歌は低い声と高い声で分かれている部分もあるから、そこをきれいに分けて、そろえる

ところはそろえて歌いたい。合奏は弱・強くひくところをしっかりする。

気持ちを教えてくれてありがとう。音楽会を大切に考えてくれていることが本当に嬉し
く、頑張りたい思いが伝わってきました。体育館をコンサートホールのように感動の場所
にしようね。

・たくましいからだと心ゆたかな子
・ちからいっぱいがんばる子
・きまりを守りすすんで働く子
・たすけ合いみがき合う子



いいとこみーつけた
１１月の行事予定 10月に入って、立北の〝いいとこ”に、二回出会い

日 曜日 児童活動・学校活動 ました。一つ目はある放課後。雨の日続きのわずかに

晴れた時間。「先生来て！」と、ある二年生の女の子

１ 水 クラブ活動 に呼ばれました。外に行ってみるとその子は、「見て！

虹が出てる！」と、とってもキラキラした目で虹を指

２ 木 定時退勤日、創立記念日 さしていました。虹を見てはしゃぐ子どもたちを見て、

全国体育研究発表会 何だか心がほっこりとしました。二つ目は、台風が過

ぎた後の月曜日の朝。カラーロードでは、一年生の植

６ 月 朝会 木鉢がたくさん倒れています。すると次の瞬間、六年

環境体験学習（3年生・猪名川自然林） 生の女の子が二人かけよって来て、倒れた一年生の植

木鉢を起こし始めたのです。荒れた状況の中、そんな

８ 水 委員会活動 キラリと光る六年生の優しさに、とってもうれしい気

歯磨き指導（1年生） 持ちになりました。空は雲に覆われていましたが、一

火災避難訓練 点の曇りのない秋晴れのような、素敵な心をもった立

北の子どもたちの、いいとこみーつけた。

児童生徒文化発表会音楽会（４年生） ひまわり学級担任 岡 雅昭
９ 木 歯磨き指導（２・３年生）

定時退勤日

１0 金 代表委員会
学年活動（１年生） ＊音楽会
自然学校説明会（５年生） １２月２日（土）は、いよいよ音楽会です。

子どもたちはこの日のステージ発表に向け、
１３ 月 読書集会 精一杯練習を積み重ねてきました。子どもた

読書期間（～１９日） ちとご来場の皆様が一体となった「音楽会」
という雰囲気の中で、子どもたちの素晴らし

１４ 火 こころの教育（6年生） い歌声と演奏をお楽しみいただきたいと思い
ます。そして、皆様の温かいまなざしを感

１５ 水 Let's study！、６校時授業 じ、大きな拍手をいただくことで、子ども
秋の遠足（２年生・須磨水族園） たちの自信と励みにして欲しいと願ってい

ます。
１６ 木 定時退勤日 保護者の皆様には次のことをお願いいた

します。「会場内での動画・写真の撮影禁
１７ 水 自転車教室（３年生） 止」をはじめ、案内プリントやプログラム

に記載しております事柄にご留意の上、ご
２０ 月 児童集会 理解ご協力いただき、思い出に残る素晴らし

い音楽会となりますよう、重ねてお願いいた
２１ 火 環境体験学習予備日（３年生） します。

２２ 水 Let's study！ １２月の主な行事予定
社会見学（４年生・大阪市立科学館）

12 月 1 日(金)音楽会 (児童鑑賞日)
ふえおに 12 月 2 日(土)音楽会 (保護者鑑賞日)

２３ 木 学年活動（６年生・２年生） 12 月 4 日(月)代休日
オープンスクール（※４時間授業） 12 月 5 日(火)朝会、走ろう週間 (～ 11 日)
定時退勤日 12 月 6 日(水)クラブ活動

12 月 11 日(月)教育相談期間（～ 15 日）
２4 金 代休日 12 月 13 日(水)社会見学(5 年生)、Let's study!

12 月 18 日(月)給食集会、給食週間
２７ 月 学習到達度調査（５年生） （～ 22 日)(金)

12 月 20 日(水)クラブ活動
２９ 水 委員会活動 12 月 21 日(木)給食終了

12 月 25 日(月)終業式、大掃除
３０ 木 代表委員会 （昼休み） 12 月 26 日(月)～ 1 月 8 日（月）冬季休業日

1 月 9 日(火)始業式

１１月から２月までは、最終下校時刻が４時になります。下校時刻を守りましょう。

また、暗くなるのが早くなってきています。遊びに出たら、暗くなる前に家に帰りましょう。

11月の立北っ子

バス教室（１年生･２年生）

遠足（１年生）

環境体験学習（３年生）


