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平成 25年 7月 1日(月)

上小大会 東信陸上 東信大会 大健闘!!

○東信陸上競技大会 5月 25日 県大会 7月 13日
男子共通 3000㍍ ２年 1位

男子共通棒高跳 ２年 １位

男子２・３年走幅跳 ３年 ２位

女子共通走高跳 ２年 ２位

女子共通棒高跳 ２年 ３位

〃 ２年 ４位

女子共通 800m ３年 ４位

○上小大会 団体競技の部 6月７日 8日

上小地区大会 サッカー部 1位

女子バスケット部 ４位

剣道部 女子 ６位

男子テニス部 ３位

卓球部 男子 ４位

卓球部 女子 ２位

○上小大会 個人競技の部

上小地区大会 男子テニス部 ペア ２位

ベスト 16

ベスト 32

卓球部 個人戦 女子 ベ ス ト 8 女子テニス部ペア ベスト 32

ベスト 32

ベスト 32

柔道部 55㎏級 ８位 水泳 200m メド 1位

66㎏級 ５位・７位 200mバタ １位

81㎏級 １位 100mフリー ２位

○東信大会結果 ６月２２日、２３日 県大会出場★(７月13日14日)

東信地区大会 サッカー部 ★ ３位 男子テニス部 個人戦 ★ベスト 8

女子バスケット部 ベスト８ 卓球女子団体 ベスト８

剣道部女子団体 ベスト８ 卓球女子個人 ★ベスト 16

男子テニス部団体 ★ ２位 水泳 200mメド ★ 4位

400mメド 2位

上小大会壮行会

東信大会壮行会

五中だより五中だより鳳鳳



3年教室のドア 音楽鑑賞会
アカペラグループ「INSPI」

長 い 間 ５月２４日

の 懸 案 音楽鑑賞教

だった、室があり、ア

３ 学 年 カペラグルー

の 各 教 プ 「 INSPI」
室 の 入 のすばらしい

り 口 ド ハーモニーの

ア を 窓 演奏を聞きま

付 き の した。アカペ

明 る い ラグループのパイオニア的な存在で、CM ソン

基調のドアに交換していただきました。大 グ「この木なんの木」を演奏していることを知

事に使ってほしいと思います。 り、びっくり。生徒も飛び入り体験しました。

暴力行為(体罰・暴言等)の根絶

運動部部活動における暴力行為(体罰・暴言等)の根絶

宣言を、６月３日 運動部員と顧問が体育館に集まり、

校長より体罰・暴言は、人権を侵害する行為であるこ

とをしっかり自覚して、部員指導・支援を行うことを

伝えました。またスポーツを愛する部員は、いかなる

暴力行為を行わず、また体罰や暴力行為を黙って見過

ごさないことも確認しました。ご家庭には、学校通知

でお伝えしました。

前期人権同和教育旬間
６月１２日の校長講話で始まった人権同和教育旬間は、２７日で終わりました。この間、道

徳の時間を中心に、学級内の人間関係をしっかり見つめ、自分の良さや相手の良さを見出し、認

め合える開かれた学級作りに努めてきました。「よーく観る」 「よーく聴く」を合い言葉に、

生徒に寄り添う指導の継続に努めていきたいと思います。

校長講話では、五中人権宣言について、経緯とその日常化について、一つのきっかけになる

お話をしました。

校長講話 あなたの「こころ」はどんな形ですか
今日から、前期の人権同和教育旬間が始まりますね。 今日は次のことを考えたいと思いま

す。自分を見つめ直して、「はい」「いいえ」か心の中で確認してください。

○困っている友達に、なかなか声をかけてあげられない。

○何かをやるとき、いつも友達とくらべてしまう。

○仲間外しをしてしまうことがある。

○相手の悪口を陰で言ったり、周りに言いふらしてしまう。

○相手の弱点をちくちく言葉を言って、言葉で相手を痛めつけてしまう。

○テレビやまんがや本で聞きかじった言葉を意味を考えずに使ってしまう

○友達などの噂話をおもしろがったり、周りに広げてしまう

○大人たちや友達が言っているからと、偏見を持って友達と接する

○友達をからかったり、相手の気持ちを考えずにわけもなく暴力をふるう

どうでしたか、すべて「いいえ」の人はいたかな。すこし「はい」かその傾向があるか

なという人もいたかもしれないね。

これらは、「いじめ・差別」だ。相手に精神的な苦痛・肉体的な苦痛を与えているからだ。「い

じめ・差別は」人として安心して生きる権利を侵す、人としてやってはいけない恥ずへき行為



だ。「いじめにより、自分の命を絶つ中学生もいるほど恐ろしいことだ。」という認識をしっ

かりもってほしいと思います。

五中には、いじめ差別撲滅のために、皆さんの先輩がつくった「五中人権宣言」というすば

らしい宣言があります。今から１４年前一人の男子生徒がいじめに遭いケガをする事件が起き

ました。その事件をきっかけに、当時の生徒会役員が立ち上がり、「五中生の一人一人の安心

と幸せを求め、誰もが仲間である学校を」という願いと、当時学習していた『世界人権宣言』

を身近な生活にという願いから、「五中人権宣言」が制定されました。

全文に「私たちは、生徒全員が安心して生活できる五中をつくりあげていくことをめざし、」

とあるように、人権が守られるとは、「一人一人がまず安心して生活ができることである。」

ととらえています。

以下七か条ににわたり、安心して生活できる具体的な行動について書かれています。

そして、結びに、「以上のことを実現するためには、生徒会やクラスにおいて、時々話し合

いを行い、私たちの自覚が薄れたり、この宣言の真の目的について忘れられることのないよう

にする努力がはかられなければならない。」と述べられており、その意思を受け継ぎながら日

々の思いを新たにしていく努力を求めています。

この人権宣言は、生徒自らが作ったというと

ころに大きな価値があると思います。

今日から始まる旬間で、自分と仲間の姿が「五

中人権宣言」にそうものであるかどうか、

一人一人またクラスの話し合いで振り返ってほし

いと思います。

先輩たちのその後の努力も大変なものであった

と聞いています。気になる姿をクラスの友達のせ

いにしたり自分の内面となかなか向き合えない生

徒や第三者として傍観する姿があったが、「勇気

を出して言いたい」「だれか一緒に言ってくれれ

ば ------」と口に出す生徒も出てきました。「やっ
ぱり人の意見を聞いてくれないと意見を言いにくい」「人前では言いにくかったけれど、自分

の意見を言いたい」 「人の意見とかを静かに聞くことで、団結するということができていく

と思う。みんなまず静かに人の意見を聞いた方が

いい」自分の思いや願いを語ったり、友達の発表

を聴いたりすることを通して、お互いを認め合う

気持ちを深めていきました。そして、「聴いて、

私の人権宣言」の活動に変化していきました。

生徒会の活動でも、宣言文を具体的な姿に置き

換えて、誰にもわかりやすい表現で日常生活を見

返していきました。

第一条 清掃や給食当番で、誰かだけが苦

労していませんか。

第二条 クラスで何か一つのことに全員が

取り組めていますか。

第三条 背が低い 暗い むかつくなとと冷た

い言葉が聞こえてきませんか。

第四条 授業で自分の考えを発表することができ、それを認め合っていますか。

第五条 悩みを一人で抱えている人はいませんか。

第六条 教室の片隅で悲しそうにしている人はいませんか。

第七条 クラス全員のよいところに気づいていますか。

このように、五中の宝としている人権宣言も、先輩たちのいろいろな苦労の積み重ねを経て

今に至っていることを忘れてはなりません。そして、今いる私たちの日々の行いを反省し、自

己と向き合い、自信を持って日々の生活に取り組むことが大切であると思います。 五中生が、

日々挨拶がしっかりできること、一日何回あっても挨拶する。この伝統は、五中人権宣言の日

常化と自分としてできる人権宣言の活動を通して、礼を重んじる部活動の部員や生徒会を中心

に次第に全校に広がっていったと聞いています。

五中人権宣言
私たちは、生徒全員が安心して生活できる五中をつくりあげ
ていくことをめざし、次のことについて確認し、行動するよ
う呼びかける。

１ 私たちは、どのようなときもお互いに平等であり、楽しく、安心し
て学校生活を送っていく権利がある。

２ 安心して生活できる学校とは、全体が団結していて、友達を信
頼でき、行きたいと思える学校である。

３ 私たちは、個人の性格、人柄、考え方、身体的な特徴、能力、
性別などといった個性の違いを理由とした、あらゆる差別や、
冷やかしや、いじめなどの行為をしてはならないし、こういった
行為を許してはならない。

４ 私たちは、学校生活において、自分の意見を表現する自由が
ある。

５ 私たちは、差別されたり、いじめられたりしたとき、生徒会
やクラス、そして、親や先生、友達に助けを求めることがで
きる。

６ 差別されたり、いじめられたりしている人を守るため、仲
間が立ち上がる義務がある。

７ 私たちは、五中からいじめをなくしていくために、お互い
の個性を尊重し、相手の気持ちを考え、思いやりを持って
行動することができるよう努力する。

以上のことを実現するために、生徒会やクラスにおい
て、時々話し合いを行い、私たちの自覚がうすれたり、
この宣言の真の目的について忘れられることのないよう
にする努力がはかられなければならない。

１９９９年１０月３０日



この旬間を通して、自己にしっかり向き合い、今までの自分を見つめ直し、日常生活の中で

安心して生活できる五中をさらに作り上げるために、「具体的にやるべきこと」、「できること」

を考えて実行してほしいと思います。

第七条に「私たちは、五中からいじめをなくしていくために、お互いの個性を尊重し、相手

の気持ちを考え、思いやりを持って行動することができるよう努力する。」とあります。その

中の、「おもいやり」について、最後に一緒に考えたいと思います。

思いやりとは、推し量る 想像する 気がつくこと 自分のことより人の身になって思うこ

とという意味です。相手には、胸の中の「思い」は見えないけれど、「思いやり」は、見えま

す。相手の今の気持ちを自分の問題として置き換えて考え、今できることを行動に移す。これ

は、人に対する積極的な行動です。 時には、手を出さないことの方が、相手にとって大切に

なるかもしれません。ですから、相手の立場に立って考えることが、思いやりとして大切にな

ります。これは、すべての生活場面、授業、部活動においても大切になると思います。そう考

えると「五中人権宣言」の言っていることは、いろいろな場面を網羅したものになるかと思い

ます。ですから、教室の前に掲示してあるだけでなく、一人ひとりもう一度読み返して、五中

にいる間に自分の人権宣言をつくり磨き上げて、卒業して行ってほしいと思います。

宮澤章二さんの詩を思い出します。最後にそれを紹介して終わります。

行為の意味 宮澤章二

------あなたの〈こころ〉はどんな形ですか
と ひとに聞かれても答えようがない

自分にも他人にも〈こころ〉はみえない

けれど ほんとうに見えないのであろうか

確かに〈こころ〉はだれにも見えない

けれど〈こころづかい〉は見えるのだ

それは 人に対する積極的な行為だから

同じように胸の中の〈思い〉は見えない

けれど〈思いやり〉はだれにでも見える

それも人に対する積極的な行為なのだから

あたたかい心が あたたかい行為になり

やさしい思いが やさしい行為になるとき

〈心〉も〈思い〉も 初めて美しく生きる

--------それは、 人が人として生きることだ

仲間に対する思いやりの気持ちを大きく育て、どの学級や集団も一人ひとりの人権を尊重

して、今よりもっと明るく楽しい五中にしていきましょう。

生徒の感想から
○私は、校長先生のお話を聞いて、あらためて人に思いやる心が大切だと思いました。「思
いやり」「心づかい」という行為、意外とできないことが多く、友達を支えていられるか
心配なことが私はすごく多いです。もしかしたら、逆に傷つけたりしていることがあるか
もしれません。自分で自覚がないところで、人を傷つけたり、悲しませたりしていること
が一番怖いです。今日の校長先生のお話を聴いて、私は人にやさしくできる人になりたい
と思いました。一緒にいるだけでその人を安心させることができる、そんな人になりたい
です。(３年)

○私は「行為の意味」という詩にとても感動しました。そこに書いてあったことは、すべて
今の五中に必要じゃないかなあと思いました。思いやり、心遣い、とても人間として生き
ていく上でとても大切だと思いました。そして、校長先生のはじめの質問では、少しあて
はまってしまうところがありました。そういうところを意識して直していけたらと思いま
した。あと私が一番心に残ったのが、「全員のよいところを見つける」です。私は、これ
を聞いたとき、一番必要なのは、これじゃないかと思いました。最初は、クラスのみんな
からそして、学年、そして学校全体と---。たくさんの人のよいところを高め合っていけた
ら、とてもいい五中になるんじゃないかと思いました。今日のお話は、反省点とこれから
どうして行けばいいか、それを見付けられるいいきっかけになりました。(1年)


