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平成３１年１月８日
学校だより

富 士 見 中 学 校

ふじ美が原

No.8
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三学期始業式

学校長の話

明けましておめでとうございます。平成
三十一年がスタートしました。平成は今年
の五月から年号が変わりますね。本年も、
皆さんにとって素晴らしい年となるよう、
祈っています 。よろしくお願いいたします 。
今、一年生のＫ・Ａさんが、先輩の姿を
学ぶことや勉強、部活を頑張ることについ
て、二年生のＫ・Ｓさんは、夢を基に、授
業態度や家庭学習の充実と最高学年への準
備について、三年生のＳ・Ｍさんは、入試
に向けた勉強、クラスの仲間と過ごす日々
の生活と基本としての生活態度について、
三学期の目標を発表してくださいました。
皆さんは、三学期や平成三十一年を向かえ
ての目標を立てていますか。もう目標を立
てたと言う人？少ないですね。これから、
ぜひ自 分を振り返 ってみて ください 。
長野県の千曲市出身で、プロ野球の楽天
で十一年間プレーした聖沢選手が、今年度
のシーズンで現役を引退しました。聖沢選
手を 知っている 人はいま すか？
聖沢選手は 、新聞のイン タビューで 、「夢
はあきらめなければ叶うことを証明できま
した」と答えています。聖沢選手は、中学
時代は軟式野球部で、高校も公立の普通高
校野球部でした。甲子園へ出場する等の華
々しい活躍はしていません。大学へ進学し
て野球を続け、徐々に頭角を現し、ドラフ
トでプロ野球の楽天に四巡目に指名され、
入団をしました。厳しいプロ野球の世界で
十一年間も活躍するのはとても大変なこと
です。入団五年目には、盗塁王のタイトル
も取 っていま す。
さて、先ほど紹介した聖沢選手の「夢は
あきらめなければ叶うことを証明できまし
た」という言葉には、その前に別の言葉が
付いていま す。それは 、「環境の違いを言い
訳にせず、意識を高く持てば」という言葉
です 。つまり 、
「あ き ら め な け れ ば 夢 は 叶 う 」
という 言葉は 、
「願ってさえいれば夢は叶う 」
とは違います 。今日は 、「夢や目標を叶える
ために必要なこと」について、考えたいと
思い ます。

エピソードを二つ紹介します 。一つ目は 、
実業団チームに入って活躍した長野県出身
の男子バレーボールのＡ選手の話です。今
は、朝の部活動は、やらない中学校が多か
ったり、やっても短時間の決められた時間
に行ったりしています。富士見中もそうで
すね。私が若い頃は、開始時刻は決まって
いましたが、その前に学校へ来て自主練習
を行う生徒がいました。Ａ選手は、長野市
の中学校の男子バレーボールチームに所属
していました。チームのキャプテンでセッ
ターとエースを任されていました。毎日、
バレー部の顧問が朝早く学校へ来て体育館
の鍵を開けると、入口で待っていたＡ選手
はすぐに体育館へ入り、ボールを触って、
トス等の練習を始めます。ところが、他の
選手は、鍵が開いてもすぐに体育館に入る
のではなく、校庭をランニングして体力ト
レーニングをしてから体育館に入ります。
そのような日々がずっと続くので、ある日
顧問の先生が、Ａ選手に「他の選手はみん
な校庭を走ってから体育館へ来るのに、ど
うしてＡ君はすぐに体育館に入ってくるの
か」 と尋ねました 。するとＡ 選手は 、
・・・
・・何と 答えたと思 いますか ？
ちょ っと、考 えてみてく ださい。
Ａ選手は、 顧問の先生の 問いかけに 、
「僕
は先生が体育館の鍵を開ける前に、校庭を
十周走り終えて、それから体育館に来てい
ます 。
」と答えたの です。
顧問の先生は驚くとともに、見えないと
ころで努力をしているＡ選手の心の強さに
感服したそうです。それからＡ選手は、長
野県でもバレーボールで有名な高校に進学
して活躍し、実業団に入ってセッターとし
て活 躍しまし た。

二つ目は、長野県のある中学校のＢ先生
の話です。Ｂ先生は、柔道で世界をめざし
た経験をお持ちで、柔道の大きな大会で、
柔道家の吉田秀彦選手と決勝で戦い、敗れ
たという方です。吉田選手は、その後、一
九九二年のバルセロナオリンピックで金メ
ダルを取り 、世界一 になりま した。
ある時、Ｂ先生は、柔道の日本代表の強
化合宿に参加し、様々な階級で世界一をめ
ざす方々と共に数週間を過ごしました。吉
田選手もその中にいました。その合宿は、

日本のトップ選手が集まり、毎日過酷なト
レーニングと練習メニューが組まれていま
す。
Ｂ先生は、その合宿で、吉田選手が誰よ
りも早く起きてトレーニングに励み、誰よ
りも遅くま で練習する 姿に接し 、「すごいな
ぁ」と思っていたそうです。きつい練習が
続く中、たまに休みがあります。みんなホ
ッと一息ついて外出し、買い物をしたり、
映画を見たりして過ごす中、宿舎に帰って
きてぱっと見ると、外を黙々と走る吉田選
手の姿が目に入ったそうです 。その瞬間、
「自
分は絶対に吉田選手には勝てない」と感じ
たそ うです。

二つ のエピソード を紹介しましたが 、「夢
を叶えられた 」という人がよく口にする「夢
はあきらめなければ叶う」には、ある条件
が隠されています。それは、これらの人達
は、夢や目標の実現に向けて、あきらめず
に努力をずっと続けられる心の強さがあっ
たということです 。そして 、本人の意識は 、
努力をしている感覚はあまりなく、単に当
たり前のことをしているだけということで
す。
昨年度、高校野球で甲子園を沸かせた早
稲田実業の清宮という選手がいました。彼
は、毎日学校で厳しい練習を行って家に帰
ってきた後 、自宅にトレーニング室があり 、
そこで毎日欠かさず３時間、自主的なトレ
ーニングを行っていたそうです。私が以前
勤めていた中学校に、バイオリンのコンク
ールで 日本一に なった女子 生徒がい ました 。
私が「日本一なんてすごいね。毎日どのく
らいバイオリンを弾くの？」と軽く尋ねる
と 、「 う～ん 、五・六時間 かな」と答えまし
た。部活動はやっていませんでしたが、帰
宅してから毎日五・六時間バイオリンの練
習ができる 心の強さ に驚きま した。
自分が興味をもったこと、好きなこと、
やりたいことに対して、様々な誘惑、例え
ば、ゲームや漫画を読む等がありますが、
これらの誘惑に負けず、何よりも優先して
やり抜く力があるからこそ、夢や目標の実
現につながるのです。このような、自分の
やるべきことに向かえる力というのも、大
切な学 力です。
三学期に向けて 、そして来年度に向けて 、
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Ｋ・Ａさん

皆さんそれぞれに、目標を立てていくと思
います 。それは、テストで何点を取るとか 、
家庭学習にしっかり取り組むとか、部活動
で県大会に出場するとか、学校外の習い事
で成果を出すとか、それぞれに違うことで
しょう。その達成に向けて、日々、取り組
むべきことを見定め、やり抜く強い心をも
てるか。そして、それが自分にとって当た
り前の普通のこととなり得るか。その強い
心を持ち続けられた人達が 、目標を達成し 、
「夢は 叶う」と話 している のです。
私も、様々な誘惑や怠け心に負けてしま
いそうになります。実際に負けてしまうこ
とも多々あります。私のような年齢になっ
ても、毎日が挑戦の日々なのです。皆さん
が、昨年よりもちょっとでも強い心を持っ
て取り組み続け、夢や目標を叶えることが
できる よう、願っ ています 。

◇
今学期頑張りたいこと
一年四部
私 は、三学期に頑
張りたいことが三 つ
あります 。一つ目は、
来年二年生になるに
あたって、 先輩の姿
をよ く見て学ぶこと
で す 。 富 士 見 中学 校
の 宝 で ある 「 あい さ
つ・清掃・合唱」の三つを先輩方が教えて
くださいました 。これらをさらに大切にし 、
来年の一年生に伝えられるようにしたいで
す。そして、委員会についても、より多く
のことを学びたいです。私は活性化委員な
のでが、一学期、二学期と先輩方の生徒会
を見て、私ももっと積極的に参加しなけれ
ばなあと感じています 。なので 、三学期は 、
活性化委員会で今まで以上に大きな声で応
援をし、積極的に参加していきたいです。
二つ目は、勉強です。中学生になり、勉
強が難しくなって、得意な科目と苦手な科
目が明確になりました 。前回のテストでは 、
苦手な科目を中心に勉強したら、二学期の
中間テストより点数が良くなりました。苦
手な科目も後回しにせず勉強したいです。
三つ目は、部活です。今年からは一年生

Ｋ・Ｓさん

も本格的にコンクールに出られるようにな
り、今月には、アンサンブルコンテストと
いう大会があります。校長先生が話してく
ださった、強気の四訓を実行し、大会に臨
みたいです。楽器の練習だけでなく、返事
やあいさつなど、基本的なことができるよ
うに 身につけ たいです 。
三学期の抱負
二年三部
突然ですが皆さん
には夢があります
か？私にはありま
す。あるといっても
今の私では叶うこと
はないでしょう。そ
の理由は、授業態度
が悪いことと、提出
物が出せないからです。まず、授業態度。
これは二学期の中間頃からノートをとらな
い、または前で話をしてくださる先生の話
を聞いていないなど、授業中にぼんやりし
ていることが多くなりました。期末テスト
が終わった頃、この状況では、だめだと思
い 、「しっかり ノートをとろう 」、「先生の話
を聞こう 」、そう意気込みま したが、心の中
でそう思うだけで、実行することができま
せ んでした。
そして提出物。これはもう小学校の低学
年から言えることで、今でも学校にいる時
は 、「帰っ たら宿題を やろう」と意気込み、
家に帰ったら「やっぱり面倒くさいから後
でいいや」と、やる気を無くし、後回しに
する。それをずっとずっと永遠に繰り返し
て小学校を卒業し、今まで過ごしてきまし
た。私はすごくのんきな性格で始めたら終
わるまでやらないと納得がいかないけど、
始める前だと後回しにしてしまう癖がある
ので、ちゃんとやろうと意気込んでも、実
行する直前に「やっぱり後にしよう」と思
ってしまうのだと思います。その証拠に、
何か をやるときは 、ほとんど の確率で、「や
っぱり後にしようかな」とそう思ってしま
う自分がいます。授業態度も提出物もそれ
と同じような もので 、「黒板 はまだ消されな
いだろうし、ノートを取るのは後でいいや」、
「明日の朝、早く起きて宿題をやればいい

Ｓ・Ｍさん

や 」、とそんなこと を繰り返しています。け
れど、当然のことながら、授業態度も提出
物も 、どちらもがテストの点数と関わるし 、
通知表 にも評価さ れます。
二学期の最初の方の授業で、テストの点
数も通知表の評価も高校入試に関係してい
て、その二つが低いと入試に受かる可能性
が低いから、今のうちに良くしていった方
がいいと学級担任の先生に聞きました。つ
まり今の私の状況では、高校に受かるのも
難しいと思います。なので、まず私は、こ
こである決意をしたいと思います。三学期
には、後回しにせず、授業態度を良くし、
提出物を毎日、全部出すようにします。そ
のために後回しにすることを少しずつ無く
すということを、頭の中に入れて、授業中
は、無心でノートを取って、提出物は家に
帰ったらすぐにやる、ということを意識し
たいです。この二つを今よりも、もっとよ
くすることができれば、今はかなう可能性
の低い夢も、きっとかなう可能性が高くな
ると思います。私の夢はまだ生まれて間も
ない夢ですが 、自分の夢の実現のためにも、
ここでの決意をきっかけに、今までの自分
をいい方向に変えていけるようにしたいで
す。
また、その他にも、三学期にやることは
たくさんあります。例えば、来年は私たち
が最高学年なので、三年生がいるあとわず
かな期間を大切にし、生徒会を引き継ぐた
めに先輩の姿をよく見るなど最高学年の準
備があるし、修学旅行への準備も本格的に
なります。なので、自分ができることから
コツコツと やって積 み重ねてい きたいで す 。
三学期の目標
三年一部

中学校生活最後の学期となる三学期。た
くさん頑張りたいことがあります。その中
でも特に頑張りたいことが三つあります。
まず一つ目に勉強です。私は高校への進
学を考えています。最近までしっかりと高
校のことについて考えられていなかった私
は、正直今、入試まで本当にわずかしかな
いことに焦っています。同時に過去の自分
に対しての後悔もあります。去年の今頃、
高校入試に向けての問題集が配られたりし

ていました 。「そんなにやら なくても大丈夫
だろう 」と思ってい ました。今思うと 、「あ
の頃からやっ ていれば良か った 。」と思った
ことは何度もあります。でも、過去のこと
を悔やんでいても、これからを変えること
はできません。勉強は苦手です。でもやる
しかありません。私は将来、漠然ですが、
やりたい仕事があります。その仕事に就く
ためにも、自分の希望している高校にまず
合格することが夢への第一歩だと思ってい
ます。自分の将来のために勉強を頑張って
いき たいです 。
二つ目に学校生活一日一日を充実させて
いくということです。クラスの仲間と過ご
せる時間も、おいしい給食が食べられるこ
とも、本当にあとわずかです。卒業すると
きに充実した中学校生活だったと思えるよ
うに、そして、たくさんの思い出をつくっ
ていけるように、毎日の何気ない生活を大
切にして残りの学校生活を過ごしていきた
いです 。
三つ目に、基本を大切にしていくことで
す。基本というのは挨拶だったり、清掃時
の身支度だったりと四月の生活オリエンテ
ーションで確認したことです。基本的なこ
とができなければ、最初に書いた勉強や、
仲間との学校生活などの活動もなんとなく
疎かに なってしまう と思ったからです 。「ま
あいっか」なんていう心の隙をつくらない
ように していきた いです。
三ヶ月後、私は富
士見中学校を卒業し
ます。その 時「やり
切っ た 」 と 言 っ て 、
卒業できるよ うに、
この 三つのことを頑
張る三学期にしたい
と思 います。
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