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●スピーチコンテスト    ●２年箱根学習        

●体力つくりコンテスト   ●1･2AB  TGG語学研修      

●旺文社コンクール         

ＨＩＧＡＳＨＩ 

   ＣＯＭＰＡＳＳ 

2学期を終えて 

  

校長 菊地 知恵子 
 

 今学期は、諸行事や校外学習を縮小しつつ

も実施でき、3年ぶりに賑やかさが戻った学期

でした。しかし陽性あるいは濃厚接触者になっ

たことによる欠席で、学校生活の貴重な経験の

機会を諦めざるを得なかった生徒が多かったこ

とも確かです。ウィズコロナの日常、それゆえ

に、学校生活の一日を、あたりまえに送れるこ

とのありがたさを感じます。 

 その中で毎日カップ『中学校体力つくりコン

テスト』の受賞は、日々の生徒たちの活動が評

価された嬉しい出来事でした。全国4125校のう

ち第4位である上に、さらに最終審査での評価

は高かったとのこと。全校あげての特別な活動

をしているのではなく、長く、中学生時期の体

力つくりを大切にしながら諸活動を続けてきた

成果を評価していただけました。また、旺文社

の全国学芸サイエンスコンクールにも4年連続

での入賞を果たしました。2年生の探究科の成

果を学校外の評価に委ねてみよう、そう思い

立ったのが4年前ですが、その年に3名が受賞

し、（1校で3名の受賞は稀なこととのこと）、

以降、上位の入賞が続いています。2年生秋の

個人探究成果を、3年生の夏に応募しており、

これも生徒たちの日常の取り組みが認められた

ものです。 

 

〇主張についての空気感 

 最近の世の中は、互いの顔の見えない場面で

の、例えばSNS内での匿名によるあからさまな

主張に、我々は慣れるとまではいかないまで

も、身近に見聞きすることがあり、一方、リア

ルに顔を合わせる場面では「はっきり主張す

る」ことは多くないように思います。少し前の

新聞記事に「『少し』『苦手』『かも』 逃げ

道求める空気感」という記事がありました。

（種村弘「言葉季評」,朝日新聞10月6日） 

自分には否定の気持ちがある。しかしひとそれ

ぞれだから断定は避ける、否定はしない。それ

でも漠然と否定したい気持ちを表すのが、

「ちょっと」「苦手」「かも」。責任はとりた

くないから逃げ道は残しておく、それはおそら

く、社会全体の空気感の変化から、学習された

言葉であろうと筆者は書いています。 

 

 さて学期末にはスピーチコンテストが行われ

ました。生徒たちの主張は純粋で、代表のス

ピーチにもあるように、訴えかける力がありま

す。その生徒のスピーチにも、それぞれの時代

を映す傾向があります。最近は身近な話題や自

分の経験からのスピーチが多く、世の中に呼び

かけるような、価値観の違いに切り込むような

スピーチは減りました。前述の「空気感」では

ありませんが、優しくも打たれ弱い子どもたち

という印象は受けます。またスピーチのことか

らは離れますが、学習でも、地道な繰り返しに

よる習得が必要なことにも、そういった学習か

ら離れがちな傾向があり、基礎力の定着に時間

がかかることがあります。過去の時代にはな

かったことに、ネット機器に多くの時間触れて

いる日常があり、「情報」は手にしても、必要

な「ニュース」として意識して手にしていな

い、また「知っていること」と「習得するこ

と」とは違う、そのことに意識を向けていない

のではないかと推測します。 

 回りの大人たちは、どうあるべきか。子ども

は壁を越えなければ強くはなれないゆえに、大

人の姿勢を示し、子どもにとって多少物わかり

の悪い親や先生である時も必要でしょう。 

 

〇 冬休みの生活 

 明日から冬休みに入ります。目の前の「自

分の時間」を主体的に使えるようになること

も、休みならではの成果です。そして家族の

一員として家事の手伝いをするのは当然で

す。中３の受験生は、最後のひとがんばりに

挑んでいく一日一日を、ぜひ大切に過ごして

ください。どうぞ健康に気をつけてよいお年

をお迎えください。 



ＨＩＧＡＳＨＩ ＣＯＭＰＡＳＳ         Page 2 

 12月16日にスピーチコンテストの本選

が行われました。ＡＢ組はクラス内予選で

選出された代表２名が、ＣＤＥ組は各学年

の代表１名が出場しています。 

 本選は内容と表現を審査基準としてい

ます。自身の経験や体験も織り交ぜた、

特に上級生のスピーチは下級生には勉

強になったことと思います。 

 以下に入賞者のスピーチ内容を掲載し

ます。 

１位 Ｋ・Ｂ くん  『「絶対にない」だけは絶対にない 』  
 

この３年間は「大人の見方をしなさい」と先生方から言われてきました。初めの

頃は「問題を起こさないように」という意味で解釈していましたが、今は「物事を

多面的に見たうえで判断しなさい」という意味だと捉えています。 

私がこのことを強く意識したのは、今年スポーツ推進委員会の委員長として朝

ジョグを企画したときです。普段通りに部活の朝練をしたい人・沢山走ってそれを

友達と競いたい人・わざわざ外には出たくないけど、太陽にあたりながらゆっくり歩きたい人。色んな立

場の人の視点に立ち、考えることで朝練の日との重なりを避けたり、記録用紙をつくって集計したりと

いった工夫を思いつき、皆さんに楽しんでもらえるよう朝ジョグを進化させ続けています。 

ところで、今、ロシアと聞いて皆さんが連想するのはウクライナへの侵略戦争でしょう。ロシアは何の

罪もない国に攻め入る悪い国で、ウクライナは被害者。テレビや新聞ではこういった視点に立つ報道がほ

とんどです。しかし、ロシア側の視点に立つとどうでしょうか？ロシアはかつてナポレオンにもヒトラー

にも侵略された歴史があり、ウクライナがNATOに加入することは国家の安全を脅かしうるものです。そ

してウクライナ加入宣言はゼレンスキー大統領が拙い政治で失った支持率を回復させるためにうった一手

なのです。ロシアの一方的な軍事侵攻は決して正当化できるものではありませんが、同時にゼレンスキー

発表順 年組 発表者氏名 テーマ 

1 3A N・N 言葉 

2 1A Ｋ・Ａ 勇気ある行動 

3 3B Ｈ・Ｓ これからが これまでを決める 

4 2E Ｈ・Ａ ヘアドネーションについて 

5 2A Ｈ・Ｊ 無意味 

6 2B Ｃ・Ｈ ルールの意義 

7 2A Ａ・Ｔ 私の価値 あなたの価値 

8 1A Ｙ・Ｈ 一瞬の判断 

9 2B Ｋ・Ｔ 後悔のない人生 

10 1Ｃ Ｎ・Ａ 中学生になって変わった事 

11 1B Ｍ・Ｒ 生物の進化 

12 1B Ｓ・Ｆ 批判は子どもにとって敵か味方か 

13 3E Ｈ・Ｋ 中学校３年間で成長したこと 

14 3A Ｋ・Ｙ 思いやり 

15 3B Ｋ・Ｂ 「絶対にない」だけは絶対にない 
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大統領を正義のヒーローとみなすのは単純すぎる構図だと思います。 

この例からも一方的な自己主張の押し付けで人命を奪う大人は相手の視点を理解するという「大人

の見方」ができていないのでしょう。物事が複雑に絡みあう答えの無い社会の中で今私たちには、１

つの視点で物事を判断するのではなく、幾つもの視点から、起きている事象を観察し、分析し、思考

することが求められています。私たちは天動説を信じていた時代の人々を笑いますが、千年後の人が

今の私たちが正しいと信じていることを笑う日が来るかもしれません。今、教科書に書いてある事や

偉い人、例えば先生がおっしゃることは全て正しい訳ではありません。 

かの剣豪宮本武蔵は「我神仏を尊びて、神仏を頼らず」と言いました。神様仏様や偉い人は貴いも

のとして敬意を表すべきであっても、何も考えずに頼りきるものではありません。大事なことは、自

分の頭で考え、何が正しいか何をすべきかを自分で判断することです。「絶対に正しいこと」そんな

ものは絶対にないのですから。 

 

２位 Ｋ・Ｙ くん  『思いやり』  
 

こんな話があります。釈迦三尊の話、仏教のお話です。釈迦三尊とは、仏像

の置き方で、真ん中に釈迦如来像、両脇に知恵を司る文殊菩薩と人を思いやる

心である慈悲を象徴する普賢菩薩が置かれています。なぜ、このように置かれ

ているかというと、真ん中の釈迦如来像は「人」そのものを表しており、人は

知恵だけに偏ると次第に慈悲の心を忘れてしまい、人を思いやれなくなるとい

う戒めを表しているからです。僕たち中学生は勉強に熱心に取り組んでいます。勉強すればたくさん

の知識が身につき、自分の世界、視野が広がります。知識をつけるというのは人生をより良いものに

する方法の１つです。しかし、知識をつけるというのは当然、世の中の良いことを知る反面、悪いこ

とも覚えてしまうということです。例えば、勉強することで自分の学力が上がり、本来なら沢山のこ

とを知れたという学びがあるのに、次第に優越感を覚え人を見下してしまうこと、あるいは勉強して

もなかなか伸びず、本来ならそれの反省という学びがあるのに自分と他人を比べ、劣等感を覚えて誰

かを妬み、思いやることができない。そういう経験は皆さんにもあるのではないのでしょうか。僕に

は最近そういう経験がよくあります。そうやって最初の話のように人はどんどん変わっていくのかも

しれません。では、慈悲の心を失わないために努力から逃げるかといえばそうではありません。この

ような心の変化の原因は目的を失ってしまうことにあるのだと僕は思います。本来、努力というの

は、自分の将来のためにすることです。「こうなりたい」という目的があるから努力をするはずで

す。しかし、僕たちは勉強ならテスト、部活動なら大会というふうに、常に結果を求められている気

分になります。そして、自分と他人を比べる点数や順位などに囚われてしまいます。そうすると、そ

の競争の下で次第に目的が「結果を出すこと」になり、心に焦りがでてきて、誰かを傷つけ慈悲の心

を忘れてしまいます。本来の目的を失わないことで心に余裕ができ、人を思いやれると同時に安定し

たメンタルで物事に取り組むことができるのではないでしょうか。こういうことを話すと、誰かに非 
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現実的だと言われることがあります。確かに、僕たちは競争というものを避けられないし、事実とし

て結果で決まってしまうことは何度もあります。しかし、慈悲の心を忘れ、他人より優位になるため

に努力し、それによって残った結果と、「自分のためにするんだ」という志をもって努力し、それに

伴って残った結果ではどちらかの方が自分をより成長させたかは、明らかではないでしょうか。これ

から僕たちは、辛いこと、悲しいことに何度も直面したり、時として何かを成し遂げたりしたが故

に、傲慢になってしまうかもしれません。しかし、どんな時でも、自分の環境を嘆いたり、誰かに嫉

妬したりせず、慈悲の心というのを忘れないようにしなければなりません。 

 

３位 Ａ・Ｔ さん  『私の価値 あなたの価値』  

 皆さんご存じの「ドラえもん」にはよく、のび太がお母さんにガミガミ叱られているシーンがあり

ます。一方リンドグレーン作「おもしろ荘の子どもたち」という児童文学作品には子どもが何か失敗

したときは子どもを責めるのではなく、子どもの話をきいて何が悪かったのか、それからどうすれば

良いのかを考えさせて励ます描写が多くあります。このように日本では子どもをけなしたり、威圧的

な態度で叱りつけたりすることがしつけの一環としてみなされていますが、それでは子どもは自信を

無くしてしまうのではないでしょうか。 

 私も周囲の大人から大きな声で怒鳴られたり、他の子と比較して自分の能力をはかられたりして自

分はダメな子なんだと思った記憶があります。しかし今から考えると、あの時私はどんなに自分が周

りよりも秀でていなくても、どんなに大人から期待されていなかったとしても、それも自分の「個

性」として受け入れて光る所を見つめてほしかったのだと思います。 

 子どもは自己像の形成において大人からの評価が強く影響すると言われています。しつけは子ども

に善悪の基準を教えるために必要なことですが、必要以上に罪悪感を植えつけて子どもの個性を認め

ないと、子どもは自信を無くし、自分はこれで良いのかと不安になる傾向があります。だから大人は

持って生まれたその子の個性を無条件に受け入れてその子の長所を伸ばしてあげるよう努めるべきだ

と思います。そして絶対に子どもを怒鳴るなど傷つけないでほしいのです。 

 また特に私たち中学生は成績で優劣をつけられがちなように感じます。もちろん成績を上げるため

に努力することは素晴らしいし勉強は人として生きていく上で大切なことだと思いますが、人の魅力

はそれだけではありません。人の話をしっかり聴ける人、人を思いやれる人、勇気を持って人に指摘

できる人など、成績表には記されていない美点は思っているより沢山あり、それは誰にでもまねでき

るようなことではありません。例えばのび太はいつも怒られてばかりいますが、困っている人に手を

さしのべてあげられるようなやさしさがあります。また、様々な人の様々な長所で互いに補い合うこ

とで私たちの社会は成り立っているのではないでしょうか。 

 １つの基準で評価して自分の価値を決めるのではなく、ありのままの自分を認め、自分の光るとこ

ろを見つけて自分を好きになることが生きていく上で最も大切だと思います。そうすることで心が満

たされるのではないでしょうか。あなたも私も、生きているだけで価値があるのです。 

 これからは人に批判的になったり、人と比較したりするのではなく、その人の長所を見つけ、また

自分の長所にも誇りを持ち、胸を張って生きていきたいです。 
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 ３年生が昨年２年次に提出した探究科の作品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66回「全国学芸サイエンスコンクール」に応募した
ところ、以下の通り２名が受賞しました！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おり、今回も９万点を超える応募があった規模の大きなコン
クールです。社会科自由研究部門（中学生の部）では1,863点の応募があり、この中
で見事に銀賞と入選に選ばれました。 
 「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。 
 

 〇社会科自由研究部門 
   《 旺文社赤尾好夫記念賞 銀賞 》 
  ３年 内藤 万鈴 さん 
   「イヤーワームを起こしやすい曲の作り方」 
  
〇社会科自由研究部門 
   《 旺文社赤尾好夫記念賞 入選 》 
  ３年 中平 野恵 さん 
   「色彩計画を利用し様々な建物にあう色を考える」 

日本学校体育研究連合会賞（全国４位）受賞  

 毎日新聞社主催による第３６回毎日カップ「中学校体力つくり」コンテストが行われ、 

全国４,１２５校がエントリーする中、第一次審査、第二次審査、現地審査を経て、本校が全国４位とな

る「日本学校体育研究連合会賞」を受賞しました。審査は３年生が選考対象となり、独自の取り組みや

新体力テストの数値などから総合的に検討し、現地審査を行う対象校１２校を選抜し、各校において

現地審査を行います。本校にも審査員が来校して、3年生の保健体育の授業の視察と取り組みなどの

聞き取りが行われました。そして、その後の最終審査により受賞が決まりました。 

 新体力テストにおいては、各個人の総合評価が５段階に分かれますが、 

男子は上位２段階に９３．４％、女子は８７．９％が入るなど、３年間の継 

続した取り組みが評価され、生徒たちの励みになっています。 

 １２月１０日に毎日新聞本社で行われた表彰式には、代表として、スポ 

ーツ推進委員長の3年菅野君と伊藤教諭が参加し、賞状を受けとり、 

また当日は平昌オリンピック金メダリストの小平奈緒さんによる記念講演 

も行われました。 

４年連続入賞  
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 1･2年AB組は12月7日に東京都の体験型英語学習施設である

TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）で語学研修を行いました。活動は

７～８名のグループ単位で行い、それぞれ１名ずつイングリッシュ・ス

ピーカーのスタッフの方がつき、サポートします。施設内には、カードを

使ってミッションに挑戦する「アトラクションエリア」と、英語を使いなが

ら様々な活動に取り組む「アクティブイマージョンエリア」の２つの体験

エリアがあり、各学年、グループごとに３つのセッションを体験しまし

た。 

 「アトラクションエリア」では、大学のキャンパスを再現したエリアで売

店での買い物や、飛行機内での会話をミッションとして活動しました。

「アクティブイマージョンエリア」ではグループで協力してニュース番組

の制作、iPadを使ったコマ撮り作品づくり、プログラミング体験のほか、

スピーチのテクニックを学ぶ講座なども受けています。オール・イング

リッシュにはじめは戸惑っていた１年生も、徐々に緊張がとけ、楽しそう

に活動していました。２年生も、昨年度からの成長を感じながら、充実

して過ごせたようです。生徒からは「ニュースの制作では、自分で原稿を考え、それに合ったジェスチャーを考

えることが良い経験になった」、「学校で習ったことや自主学習の成果を知ることができ、良い機会になった」

などの感想がありました。 

 ２年生は今年度２回目の校外学習として１泊２日で箱根に行ってきました。１日目は寄木細工の工房でレク

チャーを受けながら、工芸品作りに挑戦しました。完成品は各自のお土産となっています。ホテルではAB組と

CDE組の混合班で、部屋ごとにカードゲームを楽しんだり、露天風呂を満喫したりして有意義な時間を過ごし

ました。２日目は大涌谷見学後に予定していたロープウェーや観光船（箱根海賊船）が強風のため運休となっ

てしまったため、急遽スケジュール変更し、日本一標高の高い水族館（箱根水族館）や由緒ある箱根神社を

訪問しました。小田原城や箱根関所の見学では、史跡や貴重な資料から日本の歴史を感じることができ、良

い学びとなったでしょう。短期間でしたが、集団の中での時間・マナーの意識や身辺の自立、さらに班活動を

通して学年の絆も強まり、来年の京都奈良修学学習につながる良い経験ができました。 


