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【教育目標】 ○ みんなを愛する生徒 ○ 自ら学び考える生徒 O生 き生きと活動する生徒

稲穂も頭を憂れる穂に向ltて

校長 竹  下 賢

生徒たちにとっても大変楽 しみであった夏休み モ)終わ り、 1学 期の後半が始ま りま

した。生徒が全員、病気や怪我をすることなく、元気に顔をそろえて くれた ことが何

より1)夕喜しいことです。

3年 生は、夏休みを返上 して勉強に打ち込んだこともあるのか、緊張感のある引き

締 まった表情を しています。 また、 1。 2年 生、 とりわけ 2年 生は、「あっ、ちょっ

と成長 したな」 と思わせるよ うな、体の伸び と大人っぽさが見られ ます。

さて、先週の土曜 日には、渋谷区立中学校フレン ドリー水泳大会が開かれ、松濤中

学校からも 15名 の生徒が参加 しましたc別 記のように、銀 メダル 1個 、銅メダル 2

個獲得するなど,大 きな成果をあげま した。 1・ 2年 生が他校の上級生にも負け じと

ばか り懸命に泳 ぐ姿は、胸に迫るものがありました。

これか らの季節は、 1年 中で最 も過 ごしやす く、勉強にスポーツに最適な時期にな

ります。いよいよ3年 生にとっては、進路選択の重要な季節にな ります.焦 らず、あ

わてず、 し か し、気を しき締めて頑張って欲 しい と思います。 「実るほ ど頭を垂れ る

稲穂かな」 とい う諺があ ります。学問を深め、修養を積むほ ど、人は謙虚にならなけ

ればならい とい うことを教えるものです3生 徒たちには、将来、頭が垂れるほ ど識見

を深め、人間性が高まるよう、この時期一人一人が努力を しンてほ しい と思います。

Aを 迎 え る  と ころで、夏休み期間中は、それぞれの生徒が、部活動や水泳、補

習教室、ボランティア活動、富山臨海学園、合同部活動合宿等々、いろいろな活動に

積極的に取 り組んでいました。そんな中で、飾 t Room Painting Project と称 して、

本校の美術教室のベンキ塗 りが行われま した。 これは、AIィTの Ms.Glllespie の

発案によるものですが、折か らの台風で大雨が降る中、 3日 間にわた り、多い ときで

16人 の生徒が協力 してくれ ましたc子 ど(Dたちの素直な 「やる気」に、なかなか捨

てたものではない と改めて感心 しました。

また、後で話を聞いた ところによると、Gillespie 先生が、そ もそ も美術室をきれ

いに したい と思ったのは、生徒たちに、できるだけ明るく快適できちん とした環境で

学ばせたい とい う思いに加えて、一 英語で授業を していることか ら美術室にはよく

参観者が見えることt)あつて 一一参観者がいい気持ちにな り好感 をモ)つように したい

とい う気持があったようです。お客 さまに対 して礼儀を尽 くそ うとする心に触れ、ハ

ッとして我が身を振 り返 り、反省 させ られた夏の一時でありました。



第 23回  社 会環境 を明 るくしよ う渋谷 区民のつ どい 「中高生の発表会」 よ り

(7月 21日 開催)

私たちの未来 松濤中学校代表 3年 A組  バ ッチジャルガル フ ラン

私は最近、自分の将来やこれからの世の中に対して、心配になることがあります。その原因は大人
です。大人はよくこう言います。「子供なんだから、わからないで tンよOJ、「子供なんだから、できな
いでしょ。」と 「子供な六ノだからJと い う言葉の後ろに、ネガティブを付け加えます。私も、以前この

i言葉に賛成でした。「子供は大人になるまで、大人に任せればいいんだ。」「子供のことは大人が決め
ればいいんだ。」と。でも、今は違います。確かに子供が健康な体でいられるのも、食べていけるのも
大人のおかげです。 しか し、すべて大人に任せて、頼つてばか りいると後悔することもあるでしょう
し、何よりt)自分が持っている力を発揮できないと思います。だから、子供の意志や考えをはっきり
示 し、自分の未来を自分で決めていくべきです。ひとは成長するとともに、たくさんの知識やいろい

ろな技術を身につけていきます。一方では大人になるにつれて自分が持っている本来の心の輝きを失
っていくのです。人間は誰もがその輝きを必ず持って生まれてくると私は確信 していますc確 信 して
いる理由について、お話 tンたいと思います。

私は先 日、国語の時間に、カンボジアの難民を主題 した文章を読みました。そこにある難民キャン
プは、重度栄養失調の子供たちを収容 し、一 日に一回 しか食事ができないところで LンたOそ こで、筆
者が日にしたのは、飢え,と戦いが続く極限状況の中で、わずか三歳の女の子が自分の食事を他人に分
けてあげる光景で した。これには大変驚かされました。はたして、自分だったら同 じことをやれたで
しょうか ?私 はきっとできなかったと思います。彼女は言葉 も満足に話せず、教育も受けられない子
供であるに1)関わらず、他の子への優 しさを示 したのです。 この女の子が本来もって生まれた輝きを
兄せてくれたのです。

この文章を読んだ後、私は同じように小さな子供に驚かされた出来事を思い出ヒンましたcそ れは私
が家族と一緒に温泉に行ったときのことです。私は露天風呂に入ろうとドアを開けたものの、閉める
のがlll~倒だったのでそのまま開け放 しにしてしまいました。そ して、お湯につかっていると、五歳く
らいの子が入つてくるのが見えました。その子は私が開け放 したあの重い ドアを、全力で閉めている
のです。私はその姿を見て、「偉いなぁ。Jと 思いました。 どうと″て自分は ドアを閉められなかったの

で しよう。 どう見ても私の方が力があり、開けたら閉めるとい う常識を知っているはずなのに、もし
かしたら今の私は当たり前のことができなくなった大人たちに流されていたのかもしれません。

このように、子供には大人が失ってしまったようなことがきちんとできるのです!今 の大人たちも
子供の時はこの輝きをもつていたと思、います。でもどうして大ノ＼に,なってら大半が変わつてしまうの
でしょうか。それだけでなく、彼 らは自分たちのような大人を次々に育ているように見えますじだか
らこのままでは、とていとヽ配なのです。わたしもそれを失いかけていました.
私が言いたいことは、「子供もだからできないでしょう?こ というのではなく 「子供だからこそもつ

ともつとできるようになりなさい。」というように、子供に目を向けてほしいのです。子供たちが生ま
れながらにもっている他者への思いや りや人ととしての当たり前のことなど、心の輝きをそのまま育
てていって欲 しいのです。そ して、子供たちは、自分たちの輝きを失わない大人へ成長すべきだと思
いま

'す
。

学校土 日クラブ ・フレン ドリー水泳大会の結果
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