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青葉若葉の候、保護者の皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。生徒たちは、期末考査も

終わり、返ってくる答案用紙を見て一喜一憂しているところです。保護者の皆様には、答案用紙の点数・

結果だけを見て、けなしたり叱ったりするのではなく、この結果が２学期からのテストやこれから勉強し

ようとする意欲をもてるようなアドバイスをしてあげてほしいと思います。どんな生徒も良い点を取りた

くないと考えている子供は、一人もいません。なぜ点数が良かったのか？どこが悪くて間違えているのか？

など、保護者が子どもと一緒に考えてみることも良いのではないでしょうか。点数が良ければもちろん、

悪くても努力した事は、しっかり褒めてあげましょう。きっと子供は意欲をもって次に進めると思います。

また、何のために勉強するのか子どもと話してみるのも大切だと思います。将来のことを話し合う機会に

できれば、子どもにとっては大きな成長につながると思います。 

 

3年生、最高に楽しい修学旅行に行ってきました！ 

 3年生が、5月 25日～27日に 2泊 3日で、奈良・京都方面に修学旅行に行ってきました。5月というの

に非常に暑い気温でしたが、生徒たちは元気に旅行を楽しみました。1 日目は、奈良の法隆寺と薬師寺に

行きました。わが国最古の法隆寺の金堂や五重塔を鑑賞し、歴史の重みを感じました。そして薬師寺では、

お坊さんの話しが面白く、そして役に立つ内容を力強い言葉でお話しくださいました。 

「面白い」は「面が白い」と書く。顔（面）に光が当たると白くなる。世の中に面白いことはいくつも

あるので、顔を上げて楽しいことを探せば、面白いことが見つけられる。「面白い」の反対は「面倒」で、

「面が倒れる」と書く。「だるい」などと言うが、それは自分がだるくしている。自分の気持ち次第で面

倒になる。自分が面白いことを探すチャンスを奪っているということ。 

そして、相手の手を見て、「動け！」と言っても念じても動かない。自分の手を見て「動け」と念じれ

ば動く。人は動かせないが、自分は動かすことができる。だから、自分が「面白い」と思えば、面白くな

る。自分の心

次第だ！ 

 さて、生徒の楽しい思い出は計り知れないほどたくさんありますが、生徒の感想文の中から一部を抜粋

して紹介させていただきます。 

3年 1組 竹森玲麿 さん 

まず、薬師寺についてです。薬師寺では、お話を聞きました。良い話、お寺についての話、面白い話を

聞きました。お話の中の「手のしわを合わせるから幸せ」「節を合わせるから不幸せ」という事を聞いて、

なるほどなと思いました。お話がとても面白かったので、すぐに時間が経ちました。（中略） 
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薬師寺のお坊さんの面白いお話に、笑顔で聞く生徒たち！ 
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二日目の午前中の事です。東大寺・興福寺・奈

良公園に行きました。東大寺の仏像はやっぱり大

きいなと思いました。下の方から上の方にいくに

つれて、年代が新しくなっているのがこの仏像の

特徴だと思いました。仏像の入っている建物は建

てられた当時よりも小さいなら、当時の物はもう

少し大きかったのだと思うと、昔の人の技術は高

かったのだと分かります。そんなに大きい物をど

うやって作っていたのか、不思議に思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3年 2組 海野友志 君 

 修学旅行は、僕の中で楽しみだった中学校の行事の一つでした。個人的に日本の歴史がとても好きで、

京都にも何度か連れて行ってもらったことがありました。けれど二条城には一度も行ったことがなく、班

別行動の範囲に二条城が入っていた時にとてもわくわくしたのを覚えています。また、三十三間堂にある

千手観音像の迫力や独特の雰囲気が好きだったので、また見られると知った時は、早く修学旅行に行きた

いという気持ちでいっぱいでした。三日間を費やして奈良や京都を巡って、二条城や三十三間堂をはじめ

とするたくさんの歴史的建造物を自分の目で見ることができ、とても有意義な時間を過ごしました。その

行きの新幹線の中で、仲間と楽しい時間を過ごしました 

奈良の大仏様の前で、ハイポーズ！→ 
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中でも最も印象に残っているのは、薬師寺と二条城です。薬師寺ではお坊さんの話を聞きました。そのお

話はとても面白かったと同時に勉強になることも多かったです。「顔を下に向けていると何事も面倒にな

って、顔を上に向けていると面白くなる」という言葉がありました。これを聞いて、この先つらいことが

あっても上を向いていようと思いました。 

 初めて行った二条城では、うぐいす張りに驚きました。大勢の人がいるのに、きちんとうぐいすの鳴き

声のような音が響いていたからです。昔の人の知恵は凄いなと感じました。また、三日間一緒に過ごした

班の人達や学年の友達とは、

普段の学校生活とは少し違

う形で関わることができ、よ

り仲を深めることができた

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3年 3組 西藤すず さん 

 法隆寺の雄大さに思わず息を呑みました。門をくぐ

ってから、目の前に現れた五重塔の天

にも届きそうな高さにただただ驚きま

した。その後に訪れた薬師寺の赤と緑

と金に彩られた建物も美しく、カメラ

を持ってこなかったことを惜しく思い

ました。また、東大寺の大仏様を見上

げたときの大きさと、その周りの独特

な雰囲気から不思議な感覚に覆われま

した。観光客がたくさんいて、話し声

美しい金閣寺をバックに、笑顔でピース！ 

三十三間堂前で、3 組 1

班が仲良く写真撮影。最

高の班別研修でした！ 

奈良公園で、鹿と戯れました！ 

清水寺に上っていく途中。にっこり笑顔で！ 
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があったにも関わらず、仏様から漂う静かな落ち着いた空気感に穏やかな気分になった気がしました。そ

して三日目の清水寺では、全体像は見ることはできなかったけれど、遠い昔に飛び降りる人がいたことで

有名な場所に建てたことが不思議でした。遥か前から現代まで清水寺を訪れた多くの人々の様々な思い

が、今もなお残っているような気もして、貴重な時間となりました。（中略） 

 今回の修学旅行を通して日本の歴史と文化に触れることができたと思います。何百年以上も前の建物を

今も見ることができるのは、たくさんの人々の思いと技術があってからこそだと思いました。あの素晴ら

しい建物達を後世に残していくことが大切だと心から思います。ただ一つ心残りがあるとすれば、三十三

間堂に行けなかったことなので、いつか自分で行ってみたいです。 

 

3年 4組 石田雄大 君 

 修学旅行で思い出に残ったのは、班

別研修やホテルの中、バスや新幹線の

中です。どんな事が思い出に残ったの

かというと、班別研修は平安神宮、伏

見稲荷、三十三間堂などを見て回って、

時間を何回も見て間に合うようにいこ

うとして頑張ったことです。バスの到

着が遅れていたから最初間に合うか不

安で、見学する場所の見学時間を少し

ずつずらしながら行きました。班員一

人一人が考えて無事ゴールのホテルに

着きました。その後のホテルの夕食は、

とてもおいしかったです。ホテルは、1

日目「ホテルニューわかさ」というところに泊まりました。5 人部屋でしたが、みんなでカードゲームを

したり恋話をしたり怖い話をしたりなどとても楽しく過ごすことができました。大浴場は、とても気持ち

良かったです。 （中略） 人生で一度しかない中学校生活の修学旅行は、楽しく怪我なく、そして仲を

深め合えて、勉強もできたので、これからにもつながっていくと思いました。だから、これを無駄にはせ

ず、生かしていこうと思います。 

 

2年生、キャリア教育で大きく視野が広がりました！ 

 5 月 29 日に、2 年生全員を対象にキャリア教育を行いました。4 校時に落水洋介さんから非常にために

なるお話をしていただきました。「感謝」「笑顔」「前向き」「人は、見ようとするものが見える」いろ

いろなキーワードを交え、「PLS という難病を患った今が『一番幸せ』」という生き方を教えてください

ました。生徒もこれからの生き方をじっくり考えることができたと思います。生徒の感想を掲載します。 

2年 3組 平嶋大樹君  

落水さんは、「今」を全力に楽しく生きていて、僕は落水さんの生きる力を感じました。そして、笑っ

ている落水さんの所へ職業人の方やみんなが集まっているのを見て、「笑顔は笑顔の人にやってくる」と

いうことを実感しました。講演会の時に、両手でマイクを力強く握りしめて、僕たちに強い思いを伝えて

いたことが、心にしっかりと残りました。日々感謝し、笑顔でポジティブに生きていくことは難しいと思

「ホテルニューわかさ」で仲間と食べた楽しい夕食 
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いますが、それを実行できるように訓練していきたいです。良い話を聞かせて下さり、本当にありがとう

ございました。 

2年 4組 平山鼓太朗君  

 僕は、落水さんの話を聞いて、良い考え方だなと思いました。例えば、落水さんの言っていたように、

犬のふんを踏んでもラッキーと考えられて、ポジティブに、前向きに捉えることができれば、不幸なんて

ことはどんな時でも無いと思えたからです。その後、みんなと給食を食べて話をしている落水さんを見て、

ふつうだと思えました。子どもでも、大人でも、難病でも、ふつうに幸せなことはとても大切だと思いま

す。先日は、本当にありがとうございました。 

 

 ５校時からは、30名の職業人の方に来ていただき、いろいろな職業について説明して頂きました。職業

人１人に対し 5名の生徒が、その職業のやりがいや仕事内容、喜びや苦労することなどを質問し、話を進

めていく形です。1人の生徒は、この形式で 15分間を 5人の職業の方から聞くことができました。生徒に

とっては、実際に働いている方からの生の声を聞いて、自分の将来を考える大切な時間を過ごすことがで

きました。一部ですが、生徒の感想をお読みください。 

 

2年 1組 田中露羽さん 【放課後児童クラブ支援員：原田さん】 

「この仕事で大変なことは、子どもが相手なので、忍耐力が必要だということ。」 

 私は、放課後児童クラブに行ったことがなかったので、いろんなことを初めて知った。この仕事は、子

供が相手だから、大人と違って上手くいくことだけではないから、と忍耐力が必要であり、日々のけんか

は当たり前だそう。けんかしても怒るのではなく、子供の話を全部聞いてあげたり、ちゃんと謝ったら「え

らいね」と褒めてあげたりする。すると、子供からの信頼を得ることで心を開いてくれる子も。人間は誰

だって失敗する。その失敗を嫌うのではなく、失敗を乗り越える懐の広い大人になってほしい。そう原田

さんは教えてくれた。 

 

2年 1組 中西楓華さん 【看護師：真鍋さん】 

「仕事をしていて良かったことは、教えるのが好きで看護婦さんたちに教えてあげられること。」 

「仕事で忙しいことは、体調の悪い方がたくさんいると対応が大変になる。救急だともっと忙しくなる。」 

 看護師という仕事の話を聞いて、すごいなと思いました。真鍋さんは、高齢者の方とお話ししていると

聞きました。私は、話を聞いてすごいなと思ったことがあります。それは、もうすぐ亡くなってしまう方

の願いを叶えることです。私ももうすぐ亡くなるんだったら願いを叶えたいと思うからです。私は、その

言葉がずっと心に残っていました。周りの人も反対していたのに、叶えさせてあげたいという気持ちが強

いんだなと思いました。私も患者さんの願いを叶えてあげられるような看護師になりたいです。 

 

2年 2組 菊竹春灯くん 【居酒屋経営：酒井さん】 

「この仕事をやって良かった思えることは、お客さんに身近に感謝されること。」 

「気を付けていることは、お客さんの機嫌を悪くしないこと。」 

 酒井さんは、お客さんの機嫌を悪くしないために、自分の機嫌を良くするということを大切にしていま

した。また、お客さんに身近で感謝されることが、やりがいと言っていました。お客さんのために働いて

いると言っていたので、とてもお客さんのことを大切にしているんだと思いました。面白くないようなこ

とは、楽しくなるように考えることが大切と話していて、そんなふうに考えられる酒井さんは、すごい人
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だし、僕もそうやって考えていこうと思いました。 

 

2年 2組 隈井珈帆さん 【看護師：大谷さん】 

「病院で働いている中で今まで一番つらかったことは、患者さんが亡くなる時。最後に楽になって後悔し

ないようにしてもらうために、一生懸命頑張る。」 

 大谷さんの話を聞いて、看護師に必要な 3つのことは、体力・精神力・コミュニケーション能力だとい

うことが分かりました。そのために中学生の間に大切な事は、道徳の授業だということも分かりました。

人に優しくする前に、自分に優しくすることが大切だと教えてもらい、自分を大切にしていこうと思いま

した。また、大谷さんの「悩むのはあたりまえ」という言葉が、心に残っています。これからたくさん悩

むこともありますが、しっかり考えて前向きに考えていきたいです。 

 

2年 3組 森淳之助くん 【看護師：真鍋さん】 

「看護師の仕事は、小児科、整形外科、外科、内科などいろいろある。手術中の医師の横で、器具を渡し

たり、血のついたガーゼを渡したりする。」 

 僕は、看護師の真鍋さんが「看護師は患者さんの最後の最後まで寄り添える」と言った言葉が、心に残

っています。僕のおじいちゃんが亡くなった時もずっと看護師がいたので、この話を聞いてとても看護師

という仕事に憧れました。他にもいろいろな人の話を聞きました。介護福祉の横廣さんの勤めている施設

では、105 歳のおばあちゃんが長生きするためには、馬鹿になることと言ったことなど、とても面白いこ

とを話してくださいました。 

 

2年 3組 益本果実さん 【ピアノ調律師：加藤さん】 

「やりがいを感じる事は、『良くなりました』と言われること。」 

「いつも思っている気持ちは、『きれいな音にしたる！』何をしたら喜んでくれるかを考えている。」 

 私は、今回お話をくださった方全員にあることを聞いていました。それは、「いつも大切にしている気

持ちとは？」です。答えを聞いた時、私はとても驚きました。なぜなら、全員が「どんな事をすれば相手

が喜んでくれるかを考えている」という答えだったからです。嫌々お仕事をしているのではなく、どうす

ればもっとお客さんの笑顔が見られるのかを考えている事に、とても尊敬しました。そんなふうに仕事を

できる人になれたらいいなと思います。 

 

2年 4組 大津山瑠奈さん 【トリマー：有田さん】 

「爪の手入れをする時に気を付けていることは、血を出さないように気を付けている。動物の爪には黒い

爪と白い爪があり、白い爪は血管が見えやすいけれども黒い爪は見えにくいから、切る時に血管を切ら

ないように日々気を使っている。」 

 トリマーさんの話を聞いて、トリマーさんは年間 3,600頭もお世話をすると聞いて、とっても大変なお

仕事だなと思いました。そして一番大変だったのは、トリマーの資格を取ることだそうです。また、私が

一番びっくりしたのは、香水などはトリマーさん達はつけていないということです。なぜかと言うと犬な

どは鼻がとても敏感だから、人間が良いと思いう匂いが、犬たちにとってはとても嫌な匂いになってしま

うのが、びっくりしました。トリマーさんは、人と動物をつなげる良い仕事だなと思いました。 
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2年 4組 路次彩加さん 【看護師：大谷さん】 

「仕事をするうえで大切にしていることは、患者さんに対して、常に笑顔で接すること。いつでも意識す

るようにしている。」 

 看護師の仕事は、主に患者さんの「生活面」を見ることで、「体力」「精神力」「コミュニケーショ

ン能力」が必要だそうです。世話や処置を適切に行い、周りを見て構想することも大切だと聞きました。

そして、大谷さんが看護師の仕事で難しいと思うことは、患者さんの見えない部分までいやしていかな

ければいけないことだそうです。診察では、見えない心の悩みなども気にかけているそうです。私は大

谷さんの話を聞いて、大変なこともたくさんあるけど、どれも患者さんの笑顔につながる大切なことだ

と思いました。 

 

本校生徒 5名が人助け！思いやりの心が行動に！ 

6月 10日に、地域の方が来られて嬉しいお話を頂きました。 

「6 月 9 日（日）の 17:00 頃、上上津役 4 丁目付近でお年寄りの女性の方がタクシーを降りた時に躓い

て倒れました。その方は、頭を打って、肘を擦りむいて立ち上がれない状態でしたが、本校の生徒が抱え

て、その方の自宅まで運んでくれました。その方は転んだ時に側溝に家の鍵も落としていて、生徒は、そ

れも拾って玄関の鍵を開け、家まで送り届けました。本当に素晴らしい生徒さんたちで感激しました。ぜ

ひその生徒たちの行動にお礼を言いたかったので、学校に足を運び校長先生にお伝えしました。」 

あまりに良い話だったので、先生方にその助けてくれた立派な生徒は誰なのか、調べてもらいました。

以下の 5名の生徒です。 

1年 3組：山口美優、1年 4組：船津蒼央・伊藤夢夏、2年 2組：小林翔月、3年 1組：和氣琉之介 

その生徒たちに話を聞くと、「大原公園で遊んでいて、80歳くらいのおばあちゃんがタクシーから降り

たときに倒れて頭を打ったので、とっさに助けに行った。」ということでした。5 人は、思いやりの気持

ちを素直に表し、お年寄りの女性の安否を気遣い、動いた行動でした。こんな場面を見たときに「大変だ。

何とか助けてあげたい。助けなければ！」と思うのですが、なかなか行動に移せないこともあります。し

かし、この 5人の生徒たちは、自分の思いやりの心に素直に従い、自然に行動に移せることができたので

す。本当に立派な行動でした。我々もこの 5人の生徒に見習って、思いやりの心を行動に移せる人にな

りたいと思います。 

 

バレー部が、市民体育祭の市内大会で奮闘しました！ 

 6月 15日（土）と 16日（日）に、バレーの市民体育祭の市内大会が開催されました。15日は、大雨で

安全確保のため、男女ともに午後からの開催となりました。男子は菅生中学校体育館で、女子は湯川中学

校体育館で行われました。 

 男子は、初戦で飛幡中と対戦しましたが、選手はもちろん試合に出ない選手や保護者も一丸となり、2

セット連取で勝利しました。トーナメント 2回戦は、菅生中との対戦でしたが、力及ばすセットカウント

0-2 で惜敗しました。菅生中は上津役中よりも実力があり、簡単に勝てる相手ではありませんが、相手の

油断やすきをついて必死にプレーしました。周りの応援と選手たちのひたむきなプレーに、会場から惜し 

みない拍手が送られました。夏の大会に生きる素晴らしい試合をしました。 

 女子は、初戦で中央中と対戦しました。中央中のセッターとエースは 2年生ながら小学校の時全国大会
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を経験しているので、バックアタックを想定して練習を積んでいました。練習の成果もあり、サービスエ

ースが決まったり、スパイクが決まったりして面白いように得点を重ねることができました。セットカウ

ント 2-0で圧勝でした。トーナメント 2回戦は、練習試合で 1度も勝ったことのない湯川中でしたが、セ

ットカウント 1-1で、フルセットにもつれ込みました。選手たちは、日頃の練習の成果を発揮し最終セッ

ト 25対 21で勝利を収め、ベスト 4に進出しました。翌 16日は、準決勝で飛幡中と対戦し、3位決定戦で

志徳中と対戦しましたが、いずれも惜敗し、市内 4位となりました。夏の大会は市内 6位までが、県大会

出場となります。ここでベスト 4に入れたことは、目標の県大会出場に大きく近づいたように思います。

夏の大会へ向けて、頑張ってください。 

中体連の八幡西区大会組み合わせが決まりました。 

 6月 20に黒崎中学校で、区内大会の抽選会が行われました。上津役中の日時と会場を知らせします。運

動部のほとんどの部活動が、3 年生にとっては、最後の大会となります。全校生徒で応援したいと思いま

す。各部活動の試合の日時と会場を掲載します。  ※【 】は、会場 

 野球部     6/30（日）  9:00～ 対 則松中   11:10～ 対 本城中 【上津役中】 

         7/6 （土）  9:00～ 準決勝     11:30～ 決勝    【浅川中】 

11:30～ 3位決定戦  【永犬丸中】 

 

 男子バスケ部  6/30(日)  11：30～ 対 折尾中  【的場池体育館】 

        7/6（土） 未 定～ 対 八児中  【 未 定 】 

        7/7（日） 未 定～ 対 未 定  【八幡中央高校】  

 

 女子バスケ部  6/30(日)  9：00～ 対 則松中  【引野中】 

7/6（土） 未 定～ 対 未 定  【 未 定 】 

        7/7（日） 未 定～ 対 未 定  【八幡中央高校】 

サッカー部   7/6（土） 9:30～ 対 香月中   【穴生中】 

        7/7（日） 9:30～ 対 折尾愛真中 【黒崎中】 

        7/13（日） 9:00～ 準決勝  13:30～ 3位決定戦  14:50～ 決 勝 【浅川中】 

 

ソフトテニス部 7/6（土） 9:00～ 団体戦     【穴生ドーム】 

        7/7（日） 9:00～ 個人戦     【穴生ドーム】 

 

剣道部     7/7（日） 午前：団体戦（リーグ戦） 午後：個人戦 【的場池体育館】 

 

男子バレー部  7/13（土）10：20頃～ 対 則松中  11:20頃～ 対 引野中 【引野中】 

        7/14（日）未定～準決勝  11：20頃～5位決定戦    【的場池体育館】 

 13:00頃～3位決定戦  14：00頃～決勝   【   〃   】 

  

女子バレー部  7/13（土） 9：20頃～ 対 則松中  11：20頃～ 対 黒崎中 【上津役中】 

        7/14（日） 9：20頃～ 準々決勝   11：20頃～ 準決勝   【黒崎中】 

             13：30頃～3位決定戦   13：30頃～ 決 勝   【 〃 】  


