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早め早め・誰でも相談
心の痛みに気づく感性
校長

大谷直治

１学期終業式の式辞です。
（前略）６月に新発田市で起きた中学２年生のいじめによる自殺事件です。「担任の先生には５月に
相談していた」、「家族には、自殺の２日前にいじめられていると話した」のに、防げませんでした。
いじめの内容は、「あだ名で呼ばれたり、悪口を言われたり、鬼ごっこで追われていた」とのことです。
これなら、どの小学校、中学校、高校でもありそうです。だから、深刻なのです。新穂中生はこの報
道を受けて、たとえ軽い気持ちでも、言葉や態度で人を否定すれば、自殺に追い込んでしまうことを肝
に銘じたと思います。
他方、命ほど尊いものはありません。失われたら二度と戻ってきません。新穂中は、志ある文武両道
の学校です。志とは、人のためになること、生きていること自体が、家族をはじめ、関係する人のため
になっています。志をもつこと、生きること、いじめをしないこと、自殺をしないことは、全部同じ意
味です。
６月の全校朝会時に「いじめを根本的に解決するにはどうすればいいか」と訊ねました。答えは見つ
かりましたか。私は、やっぱり相談することだと考えます。新発田の中学生は、相談する時が遅かった
のです。何故遅れたか。人は自分の力だけで、人のお世話にならないで生きなければいけないという、
誤った理解をしていたのではないかと想像します。誤解に基づく結論であり、応援している人の存在や
想いに気づかったからではと。
そもそも人は一人で生きる動物ではありません。家族と、友達と、学校で、地域で皆と一緒に生きて
います。心に不安があったら即、口に出してください。相談という形ではなくても、愚痴でも、不満で
もいいのです。私たちは、いじめることも、いじめられることも、いじめを見ることも、嫌で、嫌でた
まらないはずです。であれば、早め早めに、誰でも、電話でも、メールでも相談しましょう。しかし、
早めに相談できるくらいなら自殺はしないとも思います。だからこそ周りにいる人が気づかなくてはい
けないのです。学校では、その第一の役は先生方なのです。
新穂中の「いじめ対応教職員７箇条」の②では、「生徒の心の痛みの情報を得たり、教職員自ら感じ
たら、躊躇なくすぐに管理職に報告する。」と、昨年の仲間作り集会後に制定しました。以降、生徒だ
けでなく、保護者、教職員も含めて多くの人の心の痛みに気づくことができました。感性を磨いて、み
なさん一人一人の安全、安心、命を守るために、これからも努力することを誓います。
それでは、それぞれの夏が、金井中学校の渡部校長先生の「粘り強い」生活となることを祈念して、
式辞とします。
新潟県いじめ相談メール
24 時間子ども SOS ダイヤル
新潟県いじめ相談電話（24 時間受付）
緊急相談電話（24 時間 先生が対応）

平日 8：30～17：15 ijime@mailsoudan.org
0120-0-78310(なやみ言おう)
0258-35-3930 025-526-9378 0254-26-7509
7 月 12 日（水）～9 月 30 日（土）
080-2586-2095 080-2586-2096 080-2586-2097

３年生き方講話
ツアーガイド 磯野正博様

＜生徒感想＞

（6/15）

●「観光」は人生の光を見
つけるために旅に出る。な
るほどと思います。磯野さ
んのお話をこれからの人
生に生かしていきたいと
思います。マンドリンがと
てもかっこ良かったです。（本間遥香）
●磯野さんのお話を聞いて、何でもプラスに考えて
いこうと思いました。自分にとって勉強になること
が多く、良かったです。（本間拓磨）

助産師

本間加代美様 （6/21）

●赤ちゃんが骨盤を通って生ま
れてくるのが分かりました。お母
さんになるのは大変だなあと思
いました。後で聞いた歌はとても
いい歌だと思いました。（藤澤愛
実）
●私が心に残っている言葉は「いじめるために生ま
れてきたわけでもなく、いじめられるために生まれ
てきたわけでもない。」というところです。改めて、
自分がどう生まれてきたのか、そして命の大切さに
ついて、深く知ることができました。（土屋美晏フ
ラガ）
●今まで私は自分の悪いところばかり見て、どうし
て自分はこんな風に生まれてきてしまったのだろう
と思うことも多くありました。でもそれは自分を生
んでくれた母を責めているのだと気づきました。こ
れからは悪いところばかりではなく、自分の良いと
ころも見ていきたいと思います。（斉藤未帆）

佐渡地域おこし協力隊 斉藤千里様（7/10）
●私は最初、どうして斉藤さんは
東京で働いていたのにわざわざ
佐渡まで来たのかな？と疑問に
思いました。大人になってできた
夢を追いかける姿はとてもすご
いと思いました。私には将来就こ
うと思っている職業もないし、ま
だ佐渡の自慢できるところを見つけられていません。
これから佐渡のことを堂々と言えるようにしたいと
思いました。（末武美咲）
●高校生たちの考えたことを実現させているのがと
てもすごいと思いました。新潟まで行って佐渡の良
さを伝えて佐渡に人が来るのはそういう活動がある

からだと分かりました。ぜひ佐渡産ワインを完成さ
せてください。（小池孝輝）

新潟県建設業協会佐渡事務局 小林泰英様（7/11）
●佐渡は自然、歴史、文化の
全てがすばらしいことや、
将来島外に出ても、また佐
渡に戻ってきて仕事をした
いなと改めて思いました。
佐渡はとてもいい島なんだ
とみんなにも伝えていきた
いです。（藤田直輝）
●佐渡の木でネームプレートを作ったことがすごい
と思いました。ぼくもいつか佐渡のもので何かを作
ってみたいと思います。（高取涼翔）
●佐渡では少子高齢化が進み、人口が１年ごとに
1,000 人減少していると知りました。将来佐渡に帰
って仕事をしたいと思われるようにするには、佐渡
のアピールするところを増やさないといけないと分
かりました。（本間日奈子）
●講話のおかげで、僕は将来何になりたいか、久し
ぶりに真剣に考えてみました。、将来の目標を早く
見つけられるようにがんばりたいです。
（坂井威心）

へんじんもっこ

渡辺慎一様（7/12）

●人間は成功する動物だとい
うことや、志を大切にすると
いうことなど、とてもために
なりました。（竹中紫帆）
●今やりたいことを今のうち
に考えて行動していきたいと
思いました。へんじんもっこのソーセージが食べた
くなりました。（古山彩音）
●鶏屋から肉屋になり、ソーセージ屋になったとい
うのがびっくりです。（金子海来）
●はじめて「へんじんもっこ」の意味が分かりまし
た。話を聞いて、いい名前だなーと思いました。（雑
賀千裕）
●変化はチャンスとおっしゃっていたので、変化が
あったらがんばってチャレンジしていきたいです。
（清水晶）
●話を聞いて、人に流されず、自分の人生は自分で
決めることが大切だと感じました。（仲田大喜）

２年職業講話

（7/21） ＜生徒感想＞

ナリス化粧品 引野紀子様

末武春香様

●自衛隊の訓練はきつくて大変

●洗顔の方法を教えていただい

だと思っていたけど、訓練でサッ

て、家でやってみて、うまく泡を

カーやバレーなどもあると聞き、

つくることができました。肌がき

びっくりしました。自衛隊の帽子

れいになっていくのが楽しみで

もかぶることができてとても良

す。お化粧をする年齢になったら
相談しに行きます。これからもたくさん女性をきれ
いにしていってください。（齋藤桃子）

新潟綜合警備保障 春日和洋様

航空自衛隊

本間丈司様

かったです。（相田みなみ）
●女性の自衛官ってすごくかっこいいと思いました。
男性と同じことをするのは大変だけど、3,000 人し
かいない女性は輝かしいと思いました。女性が働い
てかっこいいと思う職業は、体力だけでなく、勉強
が大事なのだと気づかされました。（石井れの）
De Vinco

渡辺拓真様

●お店の料理がとてもお
いしく、どうしておいしい
のかと思っていたけど、そ
れは２０年前から努力を
●勤務時間が最長２４時間ということに驚きました。
人を守る仕事は本当に大変だなと思いました。また
装備がデカくて重そうだったことが印象に残ってい
ます。（荒光悠輔）

ＪＡ新穂 頓宮浩明様
●ＪＡの方は、私たちのためにお
家に訪問したり、お金を貸す計画
をしたり、すごいなあと思いまし
た。私は知らない人と話をするの
は苦手なので、そういうお仕事も
街の人たちと仲良くなれていいな
と思いました。（山田妃夏）

ビッグエコー 雑賀悠記様
●ビッグエコーは全国で一番数
の多い店だと知ってびっくりし
ました。お客さんだけでなく、従
業員同士でも尊重し合っている
のがすごくいいと思いました。
カラオケボックスの原型が本当
の「箱」だったのが面白かったで
す。今度またビッグエコーに行きます。
（松村莉奈）
●「ＱＣＳＡ」や「１５条のハウスルール」がある
ことなど、とても勉強になりました。雑賀さんはと
ても歌がうまかったです。どこのビッグエコーに行
っても同じサービスをするというモットーが素晴ら
しいと思いました。（阿田原一輝）

していたからだと分かり
ました。私は苦手なことやつまらないことをよく投
げ出してしまうので、未来のために直していきます。
（野口智帆）
●お話を聞いて、少しでも自分の興味のあることを
仕事にすることはとても素敵なことだと感じました。
色々なことを今のうちから学んでいくことで、将来
の道が開けると思いました。色々なことに挑戦して、
将来に生かすことができるよう頑張ります。そして
最後のデザートがとても美味しかったです。いつか
お店に一度は行って、ピザやパスタを食べてみたい
です。（仲野晶子）
Oh！庭ｙa！

本間金五様

●本間さんは困ったときに必要と
されるようにしたいと言っていま
した。たくさん仕事をやってすご
いと思いました。（土屋瑛史）
●「佐渡の植木屋も高齢化が進ん
でいて、必要とされていると思っ
たからこの仕事に就いた」という
本間さんの言葉がとても印象に残っています。最後
に木を切る体験をさせていただきありがとうござい
ました。とても良い経験になりました。
（川上聖子）
●僕はいつも帰り道にお店の看板を見ていたので、
前から興味がありました。最後のバリカンの手入れ
はとてもすごかったです。（土屋幹成）

１年伝統芸能体験

＜生徒感想＞

●裂き織りは、慣れてくると思っていたよりも簡単
でした。色を変えて織ったりしてとても楽しかった
です。もっといろんな人にもを体験してもらえると
いいなと思いました。（金子陽香）

全日本中学校通信陸上競技大会
新潟県大会 （7/14 新潟市デンカビッグスワン）
●共通女子四種競技
１位 2615 点 ３年 土屋美晏フラガ
大会の最初は私の苦手な 100ｍハードルで、自
信がありませんでしたが、15 秒 90 という自己ベ
ストを出すことができました。。高跳と砲丸でも自
己ベストが出て、最終的には 2615 点というベス
トが出たので良かったです。県では全中標準記録を
突破できるようがんばりたいです。

●共通女子走高跳
６位 1m45 本間遥香
大会では 1m45 を跳んで 6 位という結果でし
た。目標は 1m55 を跳んで北信越に行くことでし
●新穂音頭は今まで知らなかったのですが、できる
ようになって良かったです。新穂音頭を多くの人に
知ってほしいと思いました。（引野旬果）

●実際に佐渡おけさを踊ったり、笛や太鼓、三味線
を体験したりすることで、難しさが分かりました。
いろいろな人が体験する機会をつくるといいと思い
ます。自分が体験してみて分かったことなどを人に
伝えていくことで、少しでも興味をもつきっかけに
なると思いました。（藤田奈々彩）
●こがね会の方の踊りがうまく、三味線や太鼓、笛
を使ってやってみておもしろかったです。よく見た
ことがあったけど、これからも続けばいいと思いま
した。（本田恵万）

た。北信越まで行けず、とても悔しいし、いい結果
ではなかったので、県大会ではいい結果を残せるよ
うにがんばりたいです。

８月の予定
１日（火）
１０日（木）
２３日（水）
２４日（木）
２６日（土）
２８日（月）

北信越大会（～４日）
緑の少年団交流集会
小中合同陸上練習
少年の主張発表会
ＰＴＡ奉仕作業
始業式

９月の予定
４日（月）
８日（金）
９日（土）
１１日（月）
２２日（金）
２５日（月）
２６日（火）

生徒朝会 マナー講座
体育祭予行 体育祭準備
体育祭
振替休日
佐渡市中学校駅伝大会
２年職場体験学習①
２年職場体験学習②

