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生きること・役に立つこと 生徒集会「校長講話」より

平成３０年度 ＮＯ.４８

赤穂市立赤穂中学校 平成３０年６月１日発行

「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）

生徒のみなさんが生まれて、13年から15年

になりますが、自分は何のために生まれてき

たのか、不思議に思ったことはありませんか。

父親と母親を自分が選んだわけでもありませ

ん。みなさんの願いや気持ちとは、全く関係の

ないところで生まれ、生きています。この学校

にいることも、担任の先生や友だちとの出会い

も、みなさんの気持ちとは無関係です。何とな

く不思議な感じがします。

また、自分が生まれ、生きて

いることで、何か役に立ってい

ることがあるのでしょうか。

この世の中にあるものは、全て何かの役に立

っています。役に立たないものなどありません。

運動場の石ころ一つにしても、必ず何かの役

に立っています。道ばたの雑草も草として生き

ているから、動物のえさとして役に立っていま

す。また、雑草の根っこは地面を固め、土が流

れ出て行くことを防ぐ役割を持っています。

土の中のミミズは土を食べ、有機物を分解し

て自分の栄養にしながら、あちこちを穴だらけ

にして、おまけに糞（フン）だらけにします。

でも、そんな土のおかげで、野菜や果物はよく

成長し、おいしくなります。

ミミズは、ミミズとして一生懸

命に生きていくことで、植物の成

長に必要な土をつくるという役に

立っているのです。

みなさんが生まれ、一生懸命に生きて、笑顔

で生活していることを一番喜んでくれるのは誰

ですか。それは、親や家族、自分を大切に思っ

てくれている人たちです。生きていることで、

自分の周囲の人に喜んでもらい、幸せを感じて

もらうという役に立っているのです。

みなさんを大切に思う人を悲しませたり、迷

惑をかけたり、自分勝手に命を

粗末にしたりするために生まれ

てきたのではありません。そん

なことをすれば、周囲の人を悲

しませるだけで、何の役にも立

ちません。

みなさんには、「生きていること」「命があ

ること」の幸せと喜びをもっと大切に、もっと

重く受け止めて欲しいのです。

「１日約３，２００人」、何の数字だと思い

ますか。これは、日本で１日に死亡する人の数

です。世界では、１日約１５万人にもなります。

日本では、地震や津波、台風による災害、交

通事故、病気などにより、また、世界の各地で

は、紛争や侵略、テロ、虐殺、貧困、餓死、栄

養失調、感染症など、生きていたいのに、やり

たいことが、いっぱいあるのに、命を奪われて

いくのです。

そんな中、『死ね』とか『殺す

ぞ』と、相手を目の前にして平

気で口にしたり、書いたりして

いることが大変気がかりです。

あまりにも無神経だと感じています。人が「死

ぬ」ことは、そんな簡単なことではないはずで

す。もう一度、自分を振り返ってみてください。

＜H30.5.1の講話を再編した内容です。＞

この「荒神台」は、自治会のご協力により、赤穂中学校区内の全家庭に回覧しています。
各自治会長さんへは、下記の生徒のみなさんが届けてくれます。

＜松 区＞ 3-4 宍戸 悠起 ＜下 町＞ 3-4 星尾 昂輝 ＜南野中＞ 2-2 大頭 秀人
＜寺 三＞ 3-1 延原 豪暁 ＜上 町＞ 1-2 吉村 優心 ＜新 町＞ 2-2 二宮 伊蕗
＜田 町＞ 3-3 山本 涼矢 ＜駅 北＞ 2-3 金谷 美憂 ＜上仮屋＞ 1-3 備生 光
＜橋本町＞ 3-3 國本 佳甫 ＜中 広＞ 3-3 石田 悠真 ＜城 南＞ 2-3 神﨑 康生
＜山手町＞ 2-1 高森 俊輔 ＜駅 東＞ 3-3 東 大空 ＜千 鳥＞ 3-1 村上 洸士
＜中 洲＞ 2-3 大原悠太郎 ＜水源池＞ 3-4 松村 可音 ＜大 町＞ 1-2 勝田 澪
＜駅前町＞ 1-2 藤友 梨功 ＜さくら通り＞ 1-2 井上 史悠 ＜宮前町＞ 3-4 白木仁一朗



赤穂市民総合体育祭の記録 基準日 5/13

＜柔道＞ 赤穂市民総合体育館武道館 5/13 ＜陸上競技＞ 赤穂城南緑地公園陸上競技場 5/26

（団体）男子：２位 田原、那須、川島 （男子）那木 大介(200m) １位、(400m)３位

（個人）男子３年 ２位 那須 琉斗 細谷 魁聖(110mH)１位

３位 田原 侑麿 山田陽向汰(400m) ２位、(800m)２位

男子２年 ３位 川島 朋也 村上 洸士(100m) ２位

女子２年 ３位 竹内 絢音 谷 友貴(1500m)３位

＜剣道＞ 赤穂中学校体育館 4/22 藤原 颯汰(砲丸投) １位(大会新)

（男子個人）〔２年生〕１位 高田 誠也 (円盤投) １位

２位 山田 皓暉 4×100mＲ 赤穂中Ａ １位

３位 井上 晴矢 松崎 碧羽、村上 洸士

（女子個人）〔３年生〕３位 鳴瀧 冴子 那木 大介、藤原 颯汰

〔２年生〕１位 片岡 三咲 4×100mＲ 赤穂中Ｂ ３位

＜サッカー＞ 赤穂海浜スポーツセンター 5/13 山本 琉斗、細谷 魁聖

１位 赤穂中０－０赤穂西中 内田蒼一朗、山田陽向汰

（ＰＫ戦）５－４ （女子）瀧谷 咲月(円盤投)１位

＜男子バスケットボール＞ (砲丸投) ２位

赤穂西中学校体育館 5/13 １位 4×100mＲ 赤穂中 ３位

※フリースロー大会 ２位 桐谷 貴都 神田 陽南、本庄 令奈

３位 平山 悠希 粟井 茄帆、小林 華奈

＜女子ソフトテニス＞

赤穂城南緑地公園テニスコート 5/20

6/5(火)～7(木) （個人）３位 遠藤穂乃果、名田 陽香

沖縄の自然と文化を体験し、平和への祈りを捧げてきます

【１日目】5:45 市役所前出発 □神戸空港→那覇空港 □昼食 □ひめゆり平和祈念資料館

□平和祈念公園 □平和祈念資料館 □ガマ見学 □ホテル着17:10 □夕食

□平和講話「沖縄の歴史と基地問題」 水族館

【２日目】6:00 起床 □朝食 □マリンスポーツ体験 □昼食 □美ら海水族館

□ホテル着16:40 □夕食（ガーデン・バーベキュー）□エイサー踊り体験

【３日目】6:00起床 □朝食 □ホテル出発〔班別研修開始〕8:30～

ジャンボタクシー16台で移動、昼食、見学、チェックポイント ホテル

～15:30 那覇空港集合 □那覇空港→伊丹空港

□市役所前到着 20:50 □解散

◆映像と文字で学んできた「沖縄」の自然・歴史・文化・戦争の 那覇空港

傷跡を、現地で「本物」に触れ、感じ取り、生の声を聴いてきます。

平和祈念公園

＜陸上競技＞

市陸上競技選手権大会 城南 4/29

＜サッカー＞ ・谷 友貴(1500m)３位 ・松崎 碧羽(走幅跳)３位

赤相カップ 那波中 4/28 １位 ・本庄 令奈( 200m)１位 ・瀧谷 桜(800m) １位

＜男子バスケットボール＞ ・4×100mR ２位 神田 陽南、本庄 令奈

近隣地区大会 ２位 上郡Ｂ＆Ｇ 5/3.4 粟井 茄帆、小林 華奈

６月１４日（木）
■オープン・スクール ８：３５～１５：３０【いつでも参観できます】

■ネット研修は、積極的に出席してください【教師も生徒も済みました】【最新の内容で研修します】

■写真・動画等の撮影は禁止です。また、授業中は静かに参観してください。

■授業参観、ネット研修は、地域の方も参加できます。


