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Think Globally Act Locally
視野を遠くに向けて
校長 菊地 知恵子
〇スピーチコンテストから
スピーチコンテストは、今年は放送室にしつ
らえたスタジオから、教室のテレビ画面への放
映で行いました。AB組のスピーチへの取り組み
はこの行事のためだけではなく、日常のホーム
ルームでのショートスピーチからの積み重ねが
あります。10月からは文化推進委員会のスピー
チ部門のリーダーシップ（委員長は3年宮内さ
ん）により、各クラスとも「私の好きな言葉」
で全員のスピーチを進めてきました。要点をま
とめ、できる限り原稿なしで話すのですから、
次第に人前で話すことには慣れていきますし、
また友だちのことを知る楽しさもあります。コ
ンテストにはCDE組代表も参加しました。学校生
活や日常をテーマに自分の言葉でしっかりとし
た話しぶりでした。
スピーチコンテストは今年で22回目。近年の
教育の流れに「話す力」の重視があり、本校の
国語教育は、その流れを先取りしながら進んで
きたことになります。コンテスト最後には、国
語科の上野先生から、この22回のコンテストの
積み重ねの意義、そして「自己表現する力と、
聞き取って理解し共感する力をつけることが大
事」との講評がありました。
〇視野を遠くに
ところで、このコロナ期に思春期の何年間か
を過ごす子どもたちは、どのように未来を見通
していくのか、と気になることがあります。世
界を自由に旅しよう、留学もしてみよう、若者
だったら描くであろう行動未来図も、ここ何年
かは考えにくくなってしまいました。webでな
ら、どこまでも到達できるかのように思われ、
コンピュータでどんな分析も可能なようにも思
われますが、コロナの収束そのものもオリン
ピックの実施も、世界規模の動きを見ずしては
考えられないことで、閉塞感は否めません。ま
ず今は自分の身の回りの生活を大事にしようと
するのは当然のことですが、世界を視野に、世
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界を相手に行動する機運までが、この世代に失
われてはなりません。
この時代だからこそ、視野を遠くに、先に向
けることを心がけなければならないのではない
でしょうか。最近では、日本の宇宙開発『はや
ぶさ2』の帰還のニュースがあり、今年のノーベ
ル平和賞は『国連世界食糧計画（ＷＦＰ)』でし
た。脱炭素社会を目指して、2030年代には電気
自動車を中心とすると宣言した国々もありま
す。中学生にとって、今の自分の普段の生活に
直接関係はないけれど、そういうことは人類や
地球に、どんな意味があるのだろうか。今自分
が知っていることは、何に結びつくのか。そん
な考えの積み重ねをしながら、日々の小さな行
動ができるとよいのではないかと思います。
話は戻りますが、コンテストの入賞者のス
ピーチの中に「まずは無知のものに出会うこと
から始めるべき。」（本田さん）という言葉があ
りました。生徒たちは、コロナ期を乗り越えた
先の時代に生きていく世代です。視野は遠く
に、更に先へ。これもスピーチの一節、「挑戦
して希望を見出していくほうが達成感があって
楽しい。」（網木さん）、「世の中知らないこと
ばかり。だから楽しい。私たちはまだ背伸びの
途中段階、のびしろがたくさんある。」（石黒さ
ん）なんとも頼もしい言葉です。
〇「自分の時間」をどう使うか
8月から始まった2学期、「新しい日常」が定
着し、学校生活も順調に進んでいます。行事
も、生徒たちの学校生活にかける熱量により、
さまざまな工夫で実施できました。保護者の皆
さまには今学期も、ご理解とご協力をありがと
うございました。
さて現実の日常、あまり外出することもでき
ないこの冬休みは、つい目の前の気晴らしに手
が伸びてしまうかもしれません。ゲームやイン
ターネットに時間を費やしてしまうのでは、ど
うも夢が広がりません。生徒たちには視野を遠
くに向け、手元にある「自分の時間」を大事に
してもらいたいです。まずは、自分が決めたも
のに挑戦し、「本質的な意味で『自分の』時間
を使う」ことからはじめてみては。
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12月17日、スピーチコンテストの本選が行わ
れました。今年度は放送室より同時放映で実施
し、生徒たちはそれを各クラスのテレビで視聴し
ました。出場者はＡＢクラスは全員によるクラス
内予選で選出された代表２名と、ＣＤＥクラスの
学年代表１名です。
内容と表現を審査基準としていますが、学年
を問わずどのスピーチにも訴える力があり、とて
も聞きごたえのあるものとなりました。
以下に入賞者のスピーチ内容を掲載します。

１位 Ｈ・Ｒさん

発表順

発表者氏名

テーマ

1

Ｈ・Ｈくん

普通

2

Ｋ・Ｙくん

チャレンジ精神

3

Ｍ・Ｙくん

僕が興味を持っていること

4

Ｋ・Ｍさん

グローバル化

5

Ｋ・Ｂくん

怪我から学んだこと

6

Ｉ・Ｙさん

知らないことばかり

7

Ｆ・Ｋくん

三年間の成長

8

Ａ・Ｈさん

何でも一つ願いが叶うとして

9

Ｈ・Ｒさん

「知」は「無知」から

10

Ｙ・Ｙさん

考えて話す事の大切さ

11

Ｋ・Ｓくん

劇の練習で苦労したこと

12

Ｋ・Ｈさん

子供疲れ

13

Ｙ・Ｍさん

当たり前とは何か

14

Ｋ・Ｍさん

自分を知る

15

Ｈ・Ｓくん

便利さへの疑問
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『「知」は「無知」から 』

「かわいそう。」誰もが思ったことのある言葉なのではないでしょうか。例えば
親に捨てられた子供たちが施設で生活している様子を、テレビや新聞で見聞きした
時、かわいそうと思ったことはありませんか。しかし、それは勝手な偏見なのでは
ないでしょうか。「かわいそうといわれるのが嫌い。」これは有川浩さんが書かれ
た「明日の子供たち」という本の登場人物である高校生の奏子が、副担任の三田村
先生に発した言葉です。奏子は親にきちんと育てられず、施設で生活します。そん
な奏子を三田村先生は「かわいそうだ。」と言っていました。私も最初はそう思いました。しかし奏子は、
私たちが学校で過ごしているのと同じように、施設で楽しく生活していました。私は、三田村先生のように
施設にいるだけで子供たちをかわいそうと決めつけていました。そして、この本を読み進めていくうちに、
施設で生活している子供たちをただかわいそうと同情の目で見て、現状を知ろうとしていない自分に気づき
ました。そう、知らないこと、すなわち無知でいることが勝手な偏見を招いてしまうのです。私はそんな自
分を情けなく思い、無知のものに出会ったからには、ちゃんと知っていこうと自分から無知のものに向き合
うようになりました。私はこの時まで無知でいることは恥だと思っていました。しかし今は、無知のものに
出会うからこそ知識が生まれ、理解が深まると考えています。世の中にはまだまだ知らないことが沢山あり
ます。そしてこれからもどんどん無知のものに出会っていくでしょう。皆さんもその時は恥ずかしいと後ろ
向きに考えるのではなく、新たな知識を増やす糧になると前向きに考えてみてください。生まれた時から何
でも知っている人はいません。日々過ごしていく中で無知のものを見つけ、知識を得ているのです。「知」
は「無知」から始まります。先ほど紹介した三田村先生は最初は無知による偏見で奏子と心がすれ違いまし
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たが、自分から奏子に寄り添い、「無知」を「知」に変えたことで、奏子と心を通い合わせることが
できました。このように人との隔たりをより少なくするためにも、まずは無知のものに出会うことか
ら始めるべきです。そして、それを無知のまま終わらせるのではなく、知ろうとしなければなりませ
ん。この思いをより強くしたのは、アメリカで白人警察官が黒人を射殺するというニュースを聞いた
時でした。白人と黒人、お互いより深く知ろうとせず、「怖い」「かわいそう」などの思いで終わら
せた結果、人の命が奪われるという最悪の結果に至ったのではないでしょうか。あらゆる差別や偏見
は無知から始まること、それを「知」に変えることで、より平和な世界が築けるようになるのです。

２位 Ｋ・Ｍさん

『自分を知る 』

自分はどういう人間なのか。得意なこともあれば苦手なこともありま
す。自分を知ることはとても大切だと思います。なぜなら自分の幸せにつ
ながると感じるからです。
私は、小さい頃から新幹線でピアノレッスンに通っていました。幼い頃
のレッスンは、自由気ままな旅行気分でした。しかしコンクール出場が決
まると練習は過酷になりました。それは一音のミスも許されない完璧さを求められるからでした。先
生は優しく丁寧に教えてくれましたが、私の指はいつも思うように動かずレッスンは三時間にも及び
ました。先生は、「出来ない所は百回弾くのよ。それでも出来なければ千回ね。」とおっしゃり、
「ぶきっちょさんね。」とあだ名までついてしまいました。この時初めて自分は不器用なんだと知る
ことになるのです。さらに知識の覚えも悪く劣等感に苛まれ自分自身に腹立ちました。しかし考えた
末、出した答えは「諦めない」でした。その日から平日二時間、休日は五～六時間練習しました。友
達からの誘いを断ることもありました。人よりも時間をかけるしかないと思ったのです。コンクール
当日、新幹線で向かった先は、千代田区よみうり大手町ホールです。予選本選を勝ち抜いた全国のつ
わものが自信に満ちたドレス姿で集まっていました。不器用と烙印を押された私が東北代表という奇
跡を手にし全国決勝大会という夢の舞台までこぎつけたことが不思議でした。高揚感と共に緊張感が
増してきました。そして本番。最初の一音に集中して弾き始めるとあっという間に四曲ノーミスで弾
き切りました。椅子を立った瞬間、大きな拍手に包まれ、達成感と喜びで胸がいっぱいになりまし
た。
私はピアノを通して自分を知りました。そして何かを成し遂げるには人がしていない時でも練習を
し量をこなさなければいけないこと、また決して近道や簡単な方法などないということを学びまし
た。中学生になると、テスト勉強で、記憶力や物覚えの悪さに失望したり、部活やダンスでは、レベ
ルの高さに圧倒され自信をなくすことがありました。しかし一つのことを深く掘り下げ自分を追いこ
んだピアノでの経験が私の心に勇気をもたらし、再び諦めないという強い気持ちにしてくれます。そ
して、どんなことも能力のあるなしではなく諦めず頑張れるかどうかが重要だと感じます。自分を知
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り、知恵を絞り、実行することは容易ではありません。真っ暗闇の中報われるかどうかも分からない
まま黙々と進む不安は大きいです。しかしやってみなければ何も始まりません。諦めず進んだ先に、
必ず一筋の光が差し込むことを信じて、これからも歩み続けます。

３位 Ｋ・Ｍ さん 『グローバル化 』
皆さんは最近グローバル化という言葉をニュースなどいろいろな場面でよ
く耳にすると思います。コロナウィルスの蔓延や地球温暖化など、多くの国
が直面している問題が沢山ある今、国を超えた協力はますます必要になって
います。そんなグローバル化について私が思っていることをこれから皆さん
にお話ししたいと思います。
最近のニュースで総務省が発展途上国に向けて約一万八千台のタブレット端末を贈呈する予定だとい
うことを聞きました。これはコロナウィルスによって外出制限が続く中、途上国のオンライン教育を
進めるために日本が行う国際協力としてとても素晴らしいことです。しかし、私は同時に少し違和感
も感じました。それは、日本国内の特に公立学校のオンライン授業態勢は十分に整備されたのだろう
かということについてです。東中にいる私たちは、先生方のおかげで休校期間中もスムーズにオンラ
イン授業を受けることができました。しかし私たちのような人ばかりではなく、休校期間中に十分な
授業が受けられず勉強が遅れて不安を抱えている人は沢山います。私がこのことを強く感じたのは、
高校の入試説明会に行った時のことです。説明会では、休校期間があった影響で入試の出題範囲から
除外された単元についてのお話がありました。そして高校の先生が私たちに「三平方の定理をまだ
習っていない人はいますか？」と質問されたのですが、私は既に学校で習っていたので何の心配もな
く先生のお話を聞いていました。しかし、会場で心配そうに周りを見ながら手を挙げている人を見か
けました。同じ受験生だからこそ、その人の抱えている不安はよく分かります。だから途上国にタブ
レットを送るニュースを聞いた時に、その生徒さんのことが思い出されました。教育を受ける権利は
すべての人に平等に与えられたものです。だからこそ海外への支援をするのと同時に日本国内への支
援をしなければならないと思いました。今回は教育についてお話をしましたが、ほかの問題について
も同じです。「国際社会に貢献する。」という言葉は、単に海外へ向けた支援だけを指しているので
はないと思います。日本も立派な国際社会の一部です。確かに国を超えた支援の話を聞くと、国内へ
の支援よりもとても大きなことを成し遂げたように聞こえます。その分反響も大きいのでしょう。し
かしどんなに目立たなくて小さな規模の支援でも、困っている人が身近にいるのならば、それは同じ
国民である私たちが気付いて手を差し伸べなければいけません。これからの時代、世界に目を向ける
ことはより一層大切になっていきます。しかし、遠くばかりを見るあまり、すぐ隣にいる困っている
人たちが見えなくなっていないか、私は今一度自分自身に問いかけて考えたいと思います。
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３年生が昨年２年次に提出した探究科の成果物の中から優れたものを選抜し、
学校代表として今年度の旺文社主催 第64回「全国学芸サイエンスコンクール」
に応募したところ、３年松栄くんの探究成果が社会科自由研究部門で「旺文社
赤尾好夫記念賞 銅賞」を受賞しました！ 同コンクールは、1957年から青少年
の学術・科学・文芸の振興を目的に毎年旺文社が実施しているもので、内閣府・
文科省・環境省からも後援を受けています。今回も７万点を超える応募があった
規模の大きなコンクールであり、社会科自由研究部門については1,376点中の
上位入賞３作品に選ばれる快挙です！「全国学芸サイエンスコンクール」のHP
にて詳細を確認できますのでぜひご覧ください。
《 旺文社赤尾好夫記念賞 銅賞》
・社会科自由研究部門
３年 松栄 颯人 「日本の航空機開発！！ＭＲＪ開発は成功するのか！？」

現２年生の個人探究に関して、校内での審査を行い下記のとおり優秀賞と佳作を決定しました。
優秀賞４名は、終業式の日にプレゼンを行っています。今年度、２年ＡＢ組は学園祭で全員がプレ
ゼンを行いました。12月から改めてプレゼンを行い、ルーブリック式の評価、質疑応答などで、発
表する生徒、発表を聞く生徒の双方が学べる機会としています。
また、１年ＡＢ組も「入門」、ゼミでの「基礎」を終了し、いよいよ「実践」編に入りました。
今はまだ「タネ」である疑問を、「問い」へと昇華させていくのが第一歩です。12月の探究科の授
業で考えた探究の「タネ」をもとに、今後カンファレンスを進めていきます。

秋山さん

優
秀
賞

井内くん
川島さん

新時代の女性像を探る～ディズニープリンセスの分析を通して～

穀野くん

『子供はお金を稼げるか』～資産運用の今と未来～

網木さん

セクシャルマイノリティ

石黒さん

脳死・臓器移植の観点から考えた「生きている」とは

大河原くん

佳
作

マインクラフトを使った「水田ダム」のシミュレーション
～岩手県遠野市を対象に集中豪雨を想定～
循環型社会に直接貢献するリサイクル
～リサイクルに特化した傘を作成する～

現状と今後

流行は見出すものか、作り出すものか

小野くん

レゴのプラスチックに変わる新しい素材

久保さん

楽しさ熱盛英単語

早坂くん

ゴロ絵法で覚えるゆる単

豊かな老後 日本の現状
どを考えてみる

年金の問題から老後資金を作る方法な

本村さん

アンビグラムを作るには～アンビグラムの魅力～

山田さん

各カフェの企業形態とその考察
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○「スマホ・ケータイ安全教室」（ＣＤＥ組）11/24 実施
KDDI株式会社の方を講師としてお招きしました。「SNS上の嫌がらせ・ネットゲームの依
存・SNS上の友達 」の３点に絞り、動画やスライドを視聴したのちに意見交換をしなが
ら、スマホや携帯電話の危険性と安全に使うためのルールを確認しました。スマホに限
らずタブレット類も含め、家庭でルールを決め、そのルールを守って使用することの重
要性を改めて意識できたようです。

○「薬物乱用防止教室」（１年ＡＢ組）11/25 実施
小金井警察の方より、「薬」と「薬物」の違いや、近年の10代の検挙率などについて具体
的な話を聞くことができました。また、映像を視聴したことで、薬物乱用の問題が決して
他人事ではないという意識をもち、その危険性や、将来誘いがあってもきっぱり断ること
の大切さについても学ぶことができました。

○「金融・経済に関する講演会」（２,３年ＡＢ組）11/25 実施
日本証券業協会の方に、「私たちの暮らし－株式会社の役割－」というテーマで講
演をして頂きました。身近なものであっても、あまりよくわかっていない株式会社や
証券取引について、「証券取引所とは株式を扱うスーパーマーケットと思ってくださ
い」等、わかりやすく説明がありました。金融について初めて学ぶ2年生には身近に
感じられ、公民の授業で学んでいる３年生にはより理解が深まる内容となりました。

○「ふれあい天文学」（１～３年ＡＢ組希望者）11/25 実施
国立天文台主催のイベント。武蔵野東中学校と岩手県水沢市にある水沢VLBI観測所
をオンラインで結び、天文学者の亀谷収先生から直接生徒に向けて講義がありまし
た。電波望遠鏡を使い、光ではわからない宇宙の構造をどのように調べるのかという
のが主な内容です。電波を使えば光を出さない暗黒物質の存在や非常に遠い銀河の
様子がわかることなど、興味深い講義に、参加した生徒は終始、聞き入っていました。

○「オンライン・英語プレゼンテーションレッスン」（１,２年ＡＢ組）12/8,9 実施
予定していた「ＴＧＧ(江東区)」での語学研修に代わるものとして実施しました。いつも行っ

ている一対一の25分間の授業とは違い、今回は講師１名に対して４～５名の生徒が
オンライン上で画面を共有しながら50分間のレッスンを受けました。生徒たちは事前
に記入したワークシートを使い、興味のあるテーマについて順番にプレゼンテーショ
ンをします。レッスン中はときおり生徒同士で助け合ったり、共に声を出して笑い合っ
たりと、通常のレッスンでは見られない光景もあり、楽しく充実した時間を過ごすこと
ができたようです。
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