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【教育目標】
深く考え 心豊かに
実践する生徒
令和元年８月３０日(金)
Ｎｏ．６
新潟市立南浜中学校
校長 坂井 孝

８月２３日(金)，３３日間の夏休みが終了し授業再開を再開しました。夏休み中は，前半に保護者
会や学習会，３年生は高校のオープンスクールや体験入学，部活動では新しいメンバーでの大会や練
習試合があり，それそれ充実した活動を行っていたことと思います。美術部はこの夏休みを利用して
美術館見学に行ってきました。普通の絵画などとは一風変わった，現代的な技術を取り入れた不思議
な美術館体験を行ってきました。とてもよい経験になったことと思います。（上写真左）
授業再開日の２３日は，全校朝会の後学活を行い，その後海岸清掃に行く予定でした。ところが，
玄関前に集合し出発しようとしたところ，突然の豪雨に見舞われ，島見浜に行くことができず海岸清
掃は中止となりました。後日，環境委員を中心に海岸のゴミ拾いに行く予定です。海岸清掃に行く予
定だった時間帯は，海鷹祭（体育祭）練習の練習？を行いました（上写真右）。各軍で応援や団体種
目での結束の大切さを確認しました。

ところで今年度，新しく元号も代わり体育祭も生徒が主体的に取り組んでいく体育祭に変容させて
いきたいという意味も含めて体育祭に名称をつけました。生徒のアイデアを元に各学級で討議し最終
的には生徒会で決定しました。それが「海鷹祭」です。これは，南浜の海と南浜に生息していたとい
う大鷹に由来するもので，「かいおう」という響きにとても強いイメージがあり，体育祭にはぴった
りの名称かと思います。令和元年海鷹祭，新しい体育祭の始まりです。９月１４日(土)は是非ご来校
ください。（雨天の場合翌日に順延）なお，駐車場のスペースに限りがございますので，ご協力いた
だきますようお願いいたします。また，当日開院日ですので，松田クリニック様駐車場には絶対駐車
しないようお願いします。
８月２３日の全校朝会では，時間管理とＰＤＣＡサイクルについて
話をしました。期末テストや体育祭，１，２年生は新人戦もあります。
そこで時間管理のための習慣化の方法を話しました。最後に話した言葉のうちの１つをを掲載します。
これは，松井秀喜選手の座右の銘
心が変われば行動が変わる，行動が変われば習慣が変わる，
といわれています。もとは，ウイ
習慣が変われば人格が変わる，人格が変われば運命が変わる
リアムジェイムスの言葉です。
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８月１９日(月)，北区文化会館で，新潟市英語発表会があり南浜中
から３年伊藤みの李さんが出場しました。トップバッターでしたが，
素晴らしく流暢な英語で周囲を驚かせたようです。発表内容を掲載します。
My favorite things
rd

Hello, I am Ito Minori, a 3 grade student of Minamihama Junior High School. I am 14 years old. I
am going to tell you about my favorite things.
Do you know this? Yes! It’s the Avengers. How about this? Yes! It’s the Ghost Bastards.
Everyone, do you know this? Yes, this is the Fantastic Beasts. I love watching foreign movies. I have
two reasons why I love them.
First, I like English. I have learned English since I was the 4th grade of elementary school because of
my sister. She has had a big influence on my English learning. Also, I like English jokes. When I
watch movies, I hear a lot of jokes. Especially when I hear the words that I know, I become so inspired
and want to know more about new ways of using English.
Second, foreign-made movies have a lot of magic power that attracts me. They use special
techniques like computer graphics and those techniques put me into the stories of the movies. I feel
like I am one of the actors in the movies. I know that Japan-made movies use the same techniques,
but foreign ones have more natural views that make me more thrilled.
Due to those reasons, I like English and would like to keep learning more in the future. I hope that I
can watch English movies without Japanese captions.
If I can do it without them, I would like to join volunteer groups working overseas and talk to various
people around the world. I am also interested in Asian languages such as Thai and Malay.
I have a lot of dreams that I would like to come true. I will do my best to achieve them!
Thank you for listening.
私の好きなもの
こんにちは，私は南浜中学校３年，伊藤みのりです。１４歳です。これから私の好きなことについてお
話しします。
これ知ってる？ はい！ アベンジャーズです。 これはどう？ はい！ それはゴーストバスターズです。
皆さん，これを知っていますか？

はい，これはファンタスティックビーストです。私は外国映画を見る

のが大好きです。その理由は２つです。
まず，私は英語が好きです。私は姉のおかげで小学校４年生の時から英語を学びました。姉は私の英語
学習に大きな影響を与えました。また，私は英語のジョークが好きです。 映画を見ていると，たくさん
のジョークが聞こえてきます。特に私が知っている単語を聞くと，私はとても刺激を受け，英語の新しい
使い方についてもっと知りたくなります。
第二に，外国製の映画には私を魅了する魔法の力がたくさんあります。 彼らはコンピューターグラフ
ィックスのような特殊技術を使い，それらの技術は映画の中に私を誘い込みます。私は映画の中の俳優の
１人のように感じます。 日本製の映画も同じ技術を使用していることを知っていますが，外国映画の方
が自然に見えるので，私はよりワクワクします。
これらの理由で私は英語が好きなので，今後ももっと学び続けたいと思っています。日本語の字幕なし
で英語の映画が見られるようになりたいです。それができるようになれば，海外で活動しているボランテ
ィアグループに参加して，世界中の様々な人々と話をしたいと思います。タイ語やマレー語などのアジア
言語にも興味があります。
私は叶えたい夢がたくさんあります。 私はそれらを達成するために最善を尽くします！
ご静聴ありがとうございました。
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８月２４日(土)，東区プラザで，「わたしの主張新潟市地区大会」があり，南浜中からは２年大星
風月さんが，２０００近い応募の中から選考で選ばれ出場しました。落ち着いた堂々とした態度で身
振りや小道具を使いながら発表し，聴衆も話しに聞き入っていました。発表内容を掲載します。
古より伝わる和の心

「和」
それは日本独特のものであり，古くから受け継がれてきたものです。畳やすだれ，風鈴やうちわ，ま
た食や言葉にも至ります。様々なものを生み出し，人々を魅了してきました。
人によって感じる「和」は違いますが，私の感じる「和」は「五感」で感じるものです。畳の藺草のに
おい，風鈴の涼やかな音色，和紙特有のなめらかな触り心地や，素材そのものを生かす生け作り。ま
た，視界を彩る工芸品の数々。そして私の名前の由来となった花鳥風月などの四字熟語。人の全て
の感覚を研ぎ澄まさせてくれる素晴らしいものです。
しかし，近代化していく世の中，機械に頼る時代，少しずつですが，日本人の和の心は失われてい
っているようにも感じられます。私は和の心を，また日本人の中に咲かせたいと思いました。
私は小さい頃から和が身近にありました。家は代々続く日本家屋で，昔はいろりもありました。戸な
ども障子がほとんどで，床も基本は畳です。その中で育ったので小さい頃から和に関心を持っていま
した。でも１回で心をうばわれたのは，１つのかんざしでした。椿のかんざしです。落ち着いた黒茶の
木に紅の花を咲かせ，金色の装飾がされていました。美しい。私の心はそれだけでした。
それから私は小学校の調べ学習で和について調べました。様々な記事が載っている中で，私はあ
る記事に目がとまりました。「絞り染め」という染めの技術の記事です。絞り染めとは，奈良時代より
受け継がれてきたものであり，布を絞り，縫い縛り，染料につけると見事な模様ができる伝統技法で
す。私がその記事を見たときは，職人のほとんどが７０歳を超えていると書かれていました。さらに後
継者が不足していることを知りました。とても悔しかったです。たくさんの人々が受け継いできたひと
つの伝統が失われかけているその現状に，子どもの私ではどうすることもできなかったからです。焦
燥感と同時に和を無くしたくない強い思いが芽生えました。
そんな失われていく一方だと思っていた時，ふとある記事を読みました。オランダ人の和紙職人の
方についてです。その方は初めて来日した際，和紙の美しさに目を惹かれ，和紙職人を目指したそう
です。日本人だけでなく海外に方にも和を大切にしてくれている人がいることにとても感動しました。
また，和紙というのは，水がきれいでなくては上質なものは作れないというのです。緑が多く水がきれ
いなこの日本で残すべき存在だと私は強く思います。
現在，私は布で花や飾りを作る「つまみ細工」と呼ばれているものを知り，かんざしづくりに励んで
います。素人でも簡単に作れるように工夫されたやり方で作っていますが，それは伝統的なやり方と
は少し違っています。だから私は，いつか本来のつまみ細工学び，あの日あこがれた椿のかんざしを
作りたいです。
将来，私は伝統工芸の道に進もうと思っています。両親は私のことを応援してくれています。母は，
私のかんざしを見ていつも笑顔で褒めてくれます。父は，より良いかんざし作りのために材料を教え
てくれたり，アドバイスをしてくれます。二人には私が祝について初めての作品を作ったら第一に見て
ほしいです。それが私にできる精一杯の恩返しだと思いました。
和の心，文化は生まれ失われを繰り返すのではなく，受け継ぎ残し続けるものだと私は考えます。
また，残し続けることは，私たち日本人の役目なのではないでしょうか。誰かがやらなければならな
い，であれば私は進んでやります。日本に在り続けてほしいから。伝統工芸の道は決して甘くはあ
りません。でも，私の微力な力でも支えることができるなら，技術を受け継ぎ後世へ伝えた
いです。
古より在り続け，現代に伝わる和の心。決して絶やしてはいけないと，私は強く願います。
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