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心の成長

～「学習発表会：10/23」を振り返って～
先日の学習発表会では、２年ぶりに復活した「生徒会企画」にはじまり、１年生の畑野
音頭で地域の文化に触れ、最後は合唱で全校生徒が心の絆を再確認できた、素晴らしい時
間となり、皆さんの心の成長を感じました。
特に合唱では、練習当初から当日まで、“人前で歌う”という行為に、少なからず抵抗感
があったのではないでしょうか。そこには、経験の少なさからくる「恥ずかしさ」や、上
手く声が出せないといった「もどかしさ」等の、頑張ろうとする心にブレーキをかける感
かっとう

情が絡み合い、皆さん一人一人にいくつもの葛藤があったのではないでしょうか。
あの日、皆さんは自分自身の葛藤を乗り越え、行動にブレーキ
をかける感情を振り払ってステージに立ち、発表をやり遂げまし
た。努力や他の協力を得ることで乗り越えられるプレッシャーや
ストレスは、人を成長させるものだと思います。全校合唱を歌い
終えた瞬間の皆さんの凜とした表情が全てを物語っていました。
本当によく頑張りました。（10/26 全校朝会：校長講話）
頑張って表現した“あのニヤケ顔”です。僕の最高

学習発表会実行委員長 本間 さん

の思い出です。
最初の 2 組を見た後からは、放送室でステージ

今年の文化祭は過去一楽しかっ

の幕の開閉などをしました。いや～、後半の 2 組

たです。それは 3 年生という立場

も最高でしたね。「畑野小町のダンス」も「Y さん

もあるかもしれませんが、
それを無
しにしても「過去一楽しかったな」と思いました。
正直、今回は実行委員長という立場でしたが、
実施に向けた話し合いも少なく、委員長という自

の弾き語り」も、そして山本先生とのコラボも最
高でした。途中、放送室に K さんと K さんが来て
くれて、そこから 3 人で女子の皆さんのライブを
見ていました。Y さんの弾き語りを聞きながら、

覚はほぼありませんでした。でも、自分は、3 年

「この曲知ってる？」などと放送室内で和やかな

生だけが特別「ワーｯ」と盛り上がっている文化

時間が流れていました。文化祭を盛り上げてくれ

祭とかは好きじゃなく、１・2 年生もしっかりと

た 4 組の皆さんには感謝しかありません。本当に

楽しめる文化祭にしたかったので、委員長として
その気持ちだけは忘れないようにしていました。
今回の文化祭、何がよかったかと言ったら、や

会場全体が居心地のよい文化祭でした。
来年には普通の日常の中で文化祭を行えるよ
う、1・2 年生の皆さんは必死に手洗いうがいをし

はり有志発表です。4 組ものチームに出ていただ

て、今年以上の文化祭をつくってくれるよう頑張

き、会場がとても盛り上がりました。特に「かん

って欲しいです。

ちゃん、こうちゃん」と「黄金のラジオ体操」は
練習から間近で努力を見ていたので、一段と輝い
ていました。思った以上にウケたのが、S さんが
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合唱実行委員長

しかし、距離が離れていることも有り、自信を

渡邉 さん

持って歌うことが出来ませんでした。なので、体
育館に響かず心配でしたが、練習を重ねていくう

私が合唱実行委員長として気を付

ちに少しずつ声が出るようになってきました。

けていたことは、人任せにせず,自分

そして迎えた本番。不安と緊張でいっぱいでし

から行動することでした。リハーサ
ルを含め、全校で合わせられるのは 3 回だけだっ

たが、練習で揃わなかったところが揃い、歌い出

たので、一回一回の練習を大切にしてきました。

しから最後まで全校が一つになり、練習以上の合

今年は、新型コロナウイルス感染症対策のため、

唱が本番ではできたと思います。見に来てくださ

隣の人との距離が離れていました。その分、周り

った保護者の方々に最高の合唱が届けられてよ

の声が聞こえず、一人一人がしっかりと声を出す

かったです。

必要がありました。

「輝くために」2 年生

「ﾏｲ ﾊﾞﾗｰﾄﾞ」１年生

「あなたへ」３年生

「群青」全校合唱
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未来を切り拓く力

～その２～

(参考：© 2021 カオナビ人事用語集 All rights reserved.)

前回は、主体性について考えてみました。今一度その意味を確認します。「主体性」と
は、“自分の意志や判断に基づき、責任をもって行動する”。ということです。“責任をもって
行動する”とは、結果がよくなかったときに、単に「謝ればいい」とか「元に戻せば良い」
というものではなく、「他の人には絶対に迷惑を掛けない」という、集団や社会の一員と
しての大きな責任を差します。私たちは、間違った判断や行動をしないために日々学んで
いるわけです。このことは、学生に限らず大人になってからも人として一生学び続けるも
のです。
今回は、その主体性の基礎となる、「自主性」について、考えてみましょう。「自主性」
とは、他人から指示を受ける前に、自分が取るべき行動を率先して行う態度。を差します。
生徒の皆さん、日々の生活を振り返ってみてください。学校には時間表があり、事前に
予定が示され、更にその都度先生方から指示が出ていることが多くあります。毎日、同じ
ようなサイクルで生活する中で、気付かないうちに、チャイムや指示を受けてから次の事
を考えるようにはなっていないでしょうか？（“指示待ち人間”）
もしそうだとしたら、未来を切り拓く力としての「自主性」や「主体性」とは、逆の方
向に向かっていることになります。
畑野中学校では、皆さんに「見通しをもって正しく判断し主体的に行動する人」に成長
してほしいと願い、教育活動の改善に取り組んでいきます。
【見直し改善の視点】

№
１

活動

〇現状・▲課題

衣替え

〇9 月末～10 月初旬

移行期

▲気候の変動により期間不確定

見直し案（試行内容）
・9 月～10 月末の 2 か月を移行期間として、
気温や体調に適した服装を判断する。
※既に実施中：11 月から冬服です

〇マニュアルや指示による学級活動

２ 朝学活
３ 終学活

４

給食
清掃

→日程確認、健康確認、提出物の配布・回収、朝読書、フッ ・係り活動（提出物の配付・回収）
化物洗口など

・各自で、情報収集や諸手続を主体的に行う

▲関心が薄く人任せの面がある

※教師は指導から支援・アドバイザーへ

〇今後の予定確認及び同上

・「学年裁量」として、必要に応じて実施

▲

※7 限終了日は、実施しない

同上

・給食と清掃（昼休み後）の分離

〇４限後に同時作業
▲生徒も教職員も４限後から息つく間もなくフル稼働
▲給食担当生徒と職員は、昼休み返上で片付けと清掃
▲清掃を終えた生徒の動きによって、ランチルームへのほこりの侵入

５

下校時間
の繰上

・タブレットの有効活用(日程・健康)

〇部活動終了：夏季１７：５０、冬期１７：００
〇５限終了日（月）、６限終了日(火水木金) ※部活動休止日(水)
▲生徒の下校、職員の退勤時間が遅くなり、家族
の時間や学習・趣味などの時間を圧迫している。

・給食当番は盛り付けに専念し、各自お盆をも
って給食を受け取り自席へ
・ランチルーム清掃は、清掃時間に実施
・清掃の前後に移動時間を確保する
☆水曜日を 7 限授業とし、年間を通して下校完
了時刻を 17 時～17 時 30 分の間で設定する。
･５限終了日２日（月・金）､放課後約２時間可
･６限終了日２日（火・木）､放課後約１時間可
･７限終了日１日（水）､清掃･終学活･放課後活動なし

以上、試験実施を行い、課題を洗い出し、実効性を高めながら今後の導入を検討します。
※第 1 回試験実施期間：令和 3 年 11 月 8 日（月）～19 日（金）を予定しています。

☆目指す姿 → 「見通しをもって正しく判断し主体的に行動する人」です。
（10/26 全校朝会：校長講話）
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避難訓練（10/27）
地震と津浪を想定した避難訓練を実施しました。生徒は、「安全確保行動１（低くな
る），２（頭を守る），３（動かない）」の確認や、障害物や危険を回避しながら避難
する体験をしました。観察していた先生方からは、「頭を守り、私語もなく真剣に取り
組んでいた」や「表情が緩んでいる者が一部いて心配」などの話がありました。
～指導講評より（抜粋）～
今回の訓練は、地震とその後に想定される津波から身を守る訓練でした。「もしもの時」
あなたは生き残れますか。あなたの大切な人々を守れますか。ということです。
行動の確認をします。
地 震
① 揺れ、家具の転倒や壁や看板等の落下などから身を守る。② 火を消す（出火を防
ぐ）※ 以前は、火を消すことが優先されていましたが、揺れが収まらない状態での行動
は危険であることが証明されています。また、火を扱う器具の耐震消火性能の向上も裏付
けとなっています。③ 無理せず可能な範囲で、消火器を使って初期消火する。
津 波
④ 揺れが収まったら、海や川から離れ、高いところへ避難する。
→ 「津波てんでんこ」という言葉があります。誰かの指示を待つのではなく、とにか
く自分で考え、判断して高いところへ逃げろ。ということです。
※ 畑野中学校が建っている場所は、海抜（海水面からの陸地の高さ）４５ｍとなってい
ます。安心は出来ませんが、校舎を避難場所として状況を確認することができると思いま
す。慌てずに行動しましょう。
これらの知恵は、過去の大きな災害から学んだことです。
犠牲になった方々は、「もっといろんな事をしたかった」「もっと生きたかった」と思わ
れていたと思います。
先ほど、避難の手順を話しましたが、犠牲者の方からの「命を守り抜け」という強いメ
ッセージとして、しっかりと受けとめ自分の力としていきましょう。

栄光の記録 （敬称略）
【読書感想文コンクール佐渡地区審査会】
１年
椿
さん
「仲間との絆、想い」
Ⅲ席入賞
２年
後藤 さん
「『命、相談、許す』を大切に」
Ⅱ席入賞
３年
鳥井 さん
「平和な世界へ」
Ⅱ席入賞☆県大会へ出品
【税についての作文】
１年
駒形 さん
「税金について」
全佐渡納税貯蓄組合連合会長賞
【全国中学生人権作文コンテスト新潟県大会】
３年
笠井 さん
「言葉は時に刃物になる」
優秀賞
☆男子駅伝部が１１月５日（金）小千谷で行われる県大会に出場します。頑張れ畑中！！
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