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ある日のある日記から････

いじめ問題について
中学部国語科 でかねてより「新聞記事を読む」とい
う学習がなされています 。いじめ問題は以前から日本
でも大きな 事として 扱われています。担当の宗吉先生
は授業設定の理由を次のように記している。

小さな親切
小３Ｂ

石井美月（土本学級）

きのう、「メアリーポピンズ」というミュージカルを見
記事‥二〇〇六年十月、いじめを 苦に自殺した
岐阜県瑞浪中学二年の女子生徒 の両親が、遺書に記
されていた生徒四人と保護者を相手取って、四千万
の損害賠償を求める訴えを起こすことが分かった。
昨年以降の行動から「罪の意識が薄れているのでは
ないか」と考えたからである。

に行きました。
せきにすわる前、トイレに行きました。入ると、ミ
ュージカルのチケットがおいてありました 。見ると、
「メ
アリーポピンズ １１月６日」と書いてあったので、
びっくりしました。「チケットをなくしたら見れないの
かな？」と思いながら、外に出ました。

以下に中学部３年生の読後感想を記載します。

寺田優理（国語科担当・宗吉）

すると、外に女の人が待っていました。
「その中にチケットがありませんでしたか？」

いじめは文部科学省の回答のように 、
「人として絶対
許されない行為」である。
この四人の生徒は、一 、二度しか謝罪に訪れておらず、
高校へ進学 してからは音信もないという。また文書に
も、四人 の中、 一人しか返事をしてないという。私も
この父親 の言う 通り、四人は「罪」の意識がないので
はないかと 思う 。いじめというのは軽い問題に思われ
がちだが 、このように自殺が起きたり、被害者が一生
心に傷を 負いかねない。民法上三年で時効がきてしま
うというのもいけないと 思う。生徒の両親だって「損
害賠償」 で死を 埋めることはできない。しかし、加害
者側も反省 の態度 を示すべきだと思う。それによって
いじめに 対する世間の考えも変わり、もっと重要視さ
れるようになればいいと思う。

と聞かれたので 、「これですか？」と見せると、「これ

真剣に考えてほしい事柄です。人を大切にする、
思いやる気持ち、正義感等々考えねばならないこ
とがいっぱいあります。この項目 、次号に続きます。

食べる前と作っているとちゅう、ロッキーと写真を
とりました。ブラウニーは、私が思ったよりもさっぱ

です。ありがとう。
」と言って走って行きました。
親切にしてあげてよかったと思いました。

ロッキー
小３Ｂ島崎奏南（土本学級）
「ロッキー、ケーキ作ろう。
」
ロッキーは、わたしたちのげん地校のクラスのサイ
のぬいぐるみです。毎週まつ、ロッキーをだれかが家
につれて行って、日記を書くことになっています。今
週は、わたしの番でした。わたしは、ロッキーとケー
キやゼリーを作ることにしました。ひさしぶりに食べ

てみたかったので、ブラウニーにしました。分りする
古川健吾（国語科担当・宗吉） ことやしっぱいすることがないので、とてもかんたん
当然のことだ。そもそも自分が死に追いやってしま でした。一番たいへんだったのは、チョコがかたくな
った人への 謝罪を二、三年で止めるというのは、自分 る前にかきまぜるところでした。
が罪を犯 したと思っていないと言える。その謝罪にし
次に、ゼリーを作りました。ゼリーはコーヒー味で
ても、形 だけだった可能性が高い。第一にそんな道徳 す。ゼリーはとてもかんたんで、まず、さとうとコー
心や常識 を持ち 合わせていたのならば、いじめなど絶
ヒーのこなをまぜて、ゼラチンでかためるだけです。
対にしない 。僕 もいじめは刑事罰にした方がいいと思
でき上がりの味は、少しこかったので、生クリームを
うが、問題は何を以っていじめと見なすかだろう。
かけました。

りしてよかったです。ロッキーが来て、ペットがいる
感じがしてペットをかいたくなりました。

-1 -

校長のクラス訪問から
２年Ａ組（亥本学級）では今････

海外からの千葉県・神奈川県の
公立高等学校入学志願手続説明会
このほど 届いた「海外子女教育」１１月号に掲題のお
知らせがありましたので紹介します。
【千葉県】
主催：千葉県教育委員会
日時：第１回は 11 月 6 日で終わっています。
第２回 11 月 30 日
全回とも受付は PM1:30
第３回 12 月 9 日
開会は PM2:00 ～
第４回 12 月 24 日
参加はいずれか１回
場所：千葉県教育会館３０３号室 （参加予約不要）
詳細問い合わせ先 千葉県教育庁教育振興部指導課
電話：０４３－２２３－４０５６
URL
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/zigyou/h22jsyoukou/k
engai.pdf
【神奈川県】
主催：神奈川県教育委員会
対象：県内在住で県内の公立中学校に在籍していない
者、又は県外・海外在住で神奈川県に転居予定
で受検する者。
日時： 12 月 4 日 午後の部 2:00 ～（海外在住等対象）
日本語以外の通訳あり（要事前予約）
場所：横浜市保土ヶ谷公会堂
備考：志願に必要な資料当日配布する。
問い合わせ先 神奈川県教育委員会教育局高校教育課
高校教育企画室
電話：０４５－２１０－８０８４
URL
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokokyoiku/kenritu/
nyusen/nyusen-2.htm1
以上２件の情報ですが、各都道府県の教育委員会ホ
ームページを検索すると入試情報が得られます。
過日ありました２回の進学講演会や教育講演会では
主に私立高校の話が多かったかと思いますが、素晴ら
しい公立高校も沢山あります。
小学校、中学校にしても同様で、着々と実績を上げ
ている学校は至る所にあります。各校がどれだけ情報
を開示しているのかが、学校選択の一つの基準でもあ
ります。良いことばかりの情報掲載でなく、良くない
ことも含めた真の情報を掲載している学校がよい学校
の目安でしょうね。

私は余ほどのことがない限り、午前中２回、午後１
回各教室を訪れています。目的は、園児、児童生徒の
学習の様子や授業態度を見るためです。
１１月１４日、亥本学級を
訪れたとき 、ある児童が「校
長先生、九九 を言うので 聞
いてください」と言いまし
た。私は「 喜んで聞きまし
ょう」と返答しました。
全員起立して、「にいちが
（６の 段まで唱和でき拍手） に、ににんがし、にさんが
ろく････」と唱和し始めました。ついに６の段まで進
みました。実は６の段は、この日に練習したばかりな
のですが、子どもたちは 、「大丈夫！！」と言って、
無事唱和できました。どのこの顔も自信と誇り（ ？！）
で輝いて見えました。うれしかったです。

お 知 ら せ
「サンクスギビングホリデー」で、三水会館は次
のとおり休館となります。補習校事務局もお休みとな
ります 。 １１月２６日（木）２７日（金 ）２８日（土 ）
そして 、通常休館日として 、２９日（日）３０日（月 ）
合計で５日間の休館です。それまでに図書を借りて、
読書に親しんでください。

◆パトロール当番予定表１２月５日◆
～よろしくお願いします～

★ＡＭ１リーダー
２
３
４
５
６
７
★ＰＭ１リーダー
２
３
４
５
６
７

１月２３日（土）河合塾の進学講演会があります。
進学・転入学の諸情報を入手する機会です。追って詳
細をご連絡いたします。多くの参加を期待します。
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学年
小３

順位 児童生徒氏名
１９ 藤縄晋央
２０ 小関玲榮
２２ 河野優希
２３ スプリンガー茉莉
２４ 小林奎太
２５グレイスマン絵里香
２７ 山本桜子
小３ ２８ 鈴鹿勇輝
２９ 三浦茉弥
３０ 金子 元
３２ 小野 萌
３３ 野澤理紗
３４ 飯塚はるの
３６ 岸田紗江

転出：守屋陽香（高１・ 11 月 7 日付）
村田 響 （中２・ 11 月 21 付）
新天地でも益々の活躍を祈ります。元気でね。

