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物を大切にし、感謝する夏休みに・・もったいない

ＮＯ.２３平成２８年度
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「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）

「もったい」という言葉があります。漢字で

は「勿体」と書きます。これは、その物の価値

や目的が生かされていることを言います。

手間やお金、そして愛情を込めてつくられた

食べ物は、人間の口に入り、栄養として吸収さ

れることで価値が生かされ、さらに 「おいし、

い 「ごちそうさま」という評価と感謝の言葉」

が付いてくることで、その食べ物の価値が何倍

にもふくれあがります。

ところが、食べ残して捨ててし

まうと、食べ物の価値が生かされ

ず、込められた愛情まで無駄にな

りますから 「勿体ない」と言い、

ます。

さて、先の「荒神台」で、校内に浄水器を設

置し、専用の蛇口から飲み水が出るようにした

ことをお知らせしました。

普通の水道水もきれいなのですが、今の時期

は生水を飲まないよう指導していましたので、

飲める水として区別し、大切に使ってくれるだ

ろうと思っていました。

設置工事が終わり、翌日に何回か様子を見に

行くと、なんと、数名の男子生徒が専用蛇口か

、 。ら水を出し続けたまま 手を洗っていたのです

その時に出てきた言葉が 「もったいない」、

でした 「これは、浄水器を通し。

、 、た飲み水だから 手を洗う時は

。 、普通の水で洗いなさい それに

、 、飲まないのに 流しっぱなしは

もったいないやろ ・・・ 」、 。

生徒は、何を注意されているのかよく分かっ

ていないようでした。手を洗うためにコンビニ

で飲み水の２リットル・ボトルを２～３本買っ

てきて、手を洗っているのと同じことをしてい

るのです。さらに、飲み水で頭を洗っていた生

徒もいたという報告を受け、消えつつある「も

ったいない」という意識を復活させる必要を感

じました。

社会では、欲しい物は、望めば手

に入り、水や空気、電気、ガスなど

あって当たり前で、なくなる心配も

。 、していません 文房具の落とし物も

持ち主が現れることなく、次々と捨

てられていきます。

飲める水が出てくる蛇口をたどっ

ていくと、新しい浄水器、坂下から校舎屋上の

貯水タンクまで運ぶポンプ、千種川の水を取り

込み、きれいにした水、千種川の水質を守ろう

と努力している千種川水系の住人の気持ち、維

持管理する人たちの苦労など、多くの時間とお

金、そこで働く人の気持ち、住民の願いがたっ

ぷり詰まった「水」が出ているのです。

「あー、もったいない ・・・、ぼやいている」

のは、私だけでしょうか。

生徒は、物があるありがたさを知らないため

に、物を粗末に扱う傾向が見られます。飲み水

の蛇口は、ドラえもんのポケットにつながって

いると思っているのかもしれません。

物に感謝する、繰り返し使う、ていねいに扱

うなどは、毎日の生活の具体的な場面で、その

時にその場で 「もったいない」という意識と、

いっしょに、親が子どもの心に刻み込んでいく

ことが必要です。

私は、物を大切にする子どもは、自分や自分

の人生も大切にし、家族や周りの友だちも大切

にできる子どもだと思っています。

この夏休みは、物を大切にし 「もったいな、

い」を意識させる夏休みにしてください。

□ 8/ 6(土) 中学生海外派遣研修(～8/12)夏季休業中の主な
□ 7/20(水) １学期終業式 市民の夕べ巡回補導

□ 7/21(木) □ 8/13-15 学校閉鎖公立高校オープンハイスクール始まる(3年)

□ 7/22(金) 中学校生徒会交流会 □ 8/18(木) PTA常任委員会

□ 7/25(月) 県総合体育大会～7/30 □ 8/24.25 １年生リーダー研修会

□ 8/ 3(水) 児童生徒交流大会 □ 8/28(日) PTA奉仕作業 8:30（市文化会館）

JRC夏季トレセン ～8/5 □ 9/ 1(木) ２学期始業式（明石）

□ 8/ 5(金) PTA本部役員会 □ 9/ 2(金) 課題テスト、PTAあいさつ運動



について、SNSの利用
再確認と実行を!＜ ＞兵庫県小中学校書写コンクール 6/20 ご家庭で、

■秀作賞 玉木 香衣(３年生）
■時間があっても、ＳＮＳを利用しすぎない。■佳作＜３年生＞
■ＳＮＳで知り合った人と出会わない。□内山 らら、織田 莉央、

。萩原 夢奈、西田 和史、田淵 彩夏、 ■人の悪口や個人情報をネット上にのせない
■迷惑になるＬＩＮＥやメールを送らない。橋本 碧海、岡田 春菜、國本 朋伽

佳作＜２年生＞■
□船曳 夏音、髙坂仁衣奈、寒原 莉子
金川 知史、塚本 光、廣村 英 生徒会は、全校生徒へのアン

■ ケート調査を実施し、SNSをは佳作＜１年生＞
□大﨑 和葉、宮本 佳穂、大黒 史織 じめとするネット利用の状況をつ
有年 快斗、延近 悠希、玉木 里歩 かみ、正しい使い方を全校に呼び

。 、『 』赤松 愛斗、田淵 花菜 かける準備をしています さらに 共通ルール
をつくり、保護者の協力を得て、各家庭が、同
じ内容で子どもに指導できるようにしようと取＜男子ソフトテニス＞ 6/4
り組んでいるところです （もうしばらく時間が赤穂市中学校対抗戦 。
必要です ）城南緑地公園テニスコート 。

（団体）３位 そこで、トラブルが増えることが予想される
上記の内容を全校生徒に呼・備生 洋平、長峰 功樹 夏休みを前にして、

びかけています。・薦田 瑛斗、小野 颯太
・久保 彰広、木内 太智 保護者の方、家族の方も生徒会幹事会の活動

にご協力をお願いします。

県大会出場＞7/16(土).17(日) 西播地区中学校総合体育大会の記録 ＜

赤穂海浜公園テニスコート＜水泳競技＞ ＜ソフトテニス＞４位まで県大会出場 ◎大会新記録
＜女子＞赤穂市民総合体育館室内プール 7/10

（男子 ・福井 貫太 100m平泳ぎ １位◎ （個人） 12 桃井 璃子・真殿 涼子） ベスト
200m平泳ぎ １位◎

龍野西中学校体育館・小川 聖雄 200m自由形 ３位 ＜女子バレーボール＞
200m 位個人ﾒﾄﾞﾚｰ ４

・赤松 勇茉 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ４位 （１回戦） 赤穂中 ２－０ 坂越中
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 位 （２回戦） 赤穂中 ０－２ 太子東中２

・春井 恒行 100m背泳ぎ ３位
相生市民体育館・400mFR １位 ＜男子バスケットボール＞

福井、小川、耳田、春井
・400mMR ２位 赤穂中 53－58 龍野西中

春井、福井、岡本、小川
太子町総合運動公園陸上競技場（女子 ・舩本 愛子 50m自由形 １位） ＜陸上競技＞

100m自由形 １位 （男子）淵本 純平 ３年100m １位
・髙坂仁衣奈 50m自由形 ４位 共通200m ２位

100m平泳ぎ ３位 山本 秀 ２年100m ３位
・400mFR ３位 谷 颯人 共通800m ３位

舩本、髙坂、﨑田、宮本
赤穂市民総合体育館（総合）男子３位、男女総合３位 ＜剣道＞

※県大会へ＜柔道＞上郡町総合体育館
（男子個人 〔66kg〕 ２位 東 大雅※）

〔73kg〕 １位 白石 智揮※
３位 星尾 隆徳※

〔90kg超〕 ２位 田原 侑磨※
（女子個人 〔52kg〕 ３位 大瀨 敬子）

〔57kg〕 ３位 鳥島 楓

■個別面談へのご協力ありがとうございました。個別面談では言いにくかったこと、改めて質問した

いことなどがあ りましたら、遠慮なく学級担任までお問い合わせください。

■地区懇談会～多くの地域の方に参加いただき、感謝いたします。各地区で生徒と顔の見える関係を

深めてください。


