5 月 1 日分

一学年のみなさんへ⑪
１、はじめに
みなさん、お元気ですか？

繰り返しになりますが、また休校が伸びてしまいました。残念なことこの上ないで

す。
「いやいや、新型コロナにかかっている人、減ってるじゃん！」という人もいるでしょうが、これはあくまでも
「２週間ほど前の国民の頑張り」のおかげであり、
「このくらいの数の患者が出ていれば、いつ爆発的に広がるか分
からない」ということです。気をゆるめると、次の爆発が来るかもしれない！

明日からの連休も、しっかり「ステ

イホーム！」でお願いします。

最近、特にニュースでよく扱っている話題は「この時期はクラスターの危険があるから行かないで！」という場
所に、反対を押し切って行列を作っている人の姿。
（顔が分からない形で）数多く映し出されてますね。これらの人
にインタビューすると、言っていることは、
「みなさんがここしばらくで私たちと勉強したことを知らないからこん
なことを言うんだな」ということばかりです。
・「気を付けてるから、自分はかからない！」⇒身勝手な思い込みだよ。都合のいい、正常性バイアスだよ！
・「別に自分はかかってもいい！」⇒100 歩ゆずってあなたが苦しむのはいいとしても、それをうつされる人やそ
の家族の身になって！

今日もじっと我慢している人のことを考えて！

医療従事者の大変さを分かって！

そんなあなたを看病することになる

苦しんでる人のために毎日命がけで働いている全ての人に何て言うの？

・
「家にいてもやることがない！」⇒孤独に耐える力がないんだね。自立してないんだね。何もなくてもちゃんと
楽しめるような生きる知恵がないんだね！

ここまでじっとガマンしてきたみなさん、残念ながら闘いは続きそうです。もう一度気を引き締めて、あなたが
あなたの我慢でこの街を、この国を、この星を守ってください。みんな一人一人が「ヒーロー・ヒロイン」になれ
る時ですよ！

いや、
「ヒーロー・ヒロイン」になっちゃおうよ！！

２、お知らせ
・残念ですが、中学生がマスクもせず、集団で遊び歩いているという情報が入っています。情報をくださった方は、自
他の命をないがしろにするものすごく腹立たしい行為と感じる一方、君たちの命を守らなければ、と感じていただ
いているんだと思います。７年生のみなさん（！）
、全ての人の気持ち、特に困っている人や弱い立場の人の気持ち
が分かる人になりましょうね！

「見回りに行った遊び場で君たちに久しぶりの再会」なんてのはイヤですよ！！

・以下の一覧表のものを、５月７日に提出してもらいます。しっかり確認してそろえておいてくださいね！

ものす

ごい日数の家庭学習時間があったので、できてないのはダメですよ！

１年生の課題の集め方

5 月 7 日（木）用

課題
①前回課題を配布したときのビニール袋（なければ、他のものでも ＯＫ）に、消えないペンで、

注
意
事
項

名前と 4 桁番号を書く。
②全ての課題に一つ一つ記名をした上で、この用紙の順番通りに並べて袋に入れる。
③田中・南部・寺家は朝９時、西部は昼１３時に、前回の家庭訪問で先生が課題を置いた辺

りに袋を出しておいてください。万が一雨の場合は、濡れないように、分かりやすいところに置
いてください。
（実際に先生が回るのは、この時間から数時間の間です）

④万が一「聞きたいこと」や「何か問題」があるかもしれないので、すぐに電話に出られる準備
をしておいてください。本当は顔を見たいですが、玄関から出て来てはいけません。
①漢字練習プリント①～④
②作文「心があたたまった体験」原稿用紙 1 枚

国
語

③「野原はうたう」予習…プリント 1 枚
④「花曇りの向こう」予習…漢字練習プリント 1 枚、
⑤読書記録…必ず 1 冊本を読み、書く
①A３プリント３枚（４月１０日配布分）

社
会
数
学
理
科

②「世界の国を調べよう」レポート
③「歴史人物を調べよう」レポート
①プリント１０枚（４月１０日配布分）
※数学の問題ノートは提出の必要はありません。
①プリント 6 枚

※丸つけ、直しをする。

①ペンマンシップのコピー

アルファベット練習など５枚（両面）

②英語ノートのコピー 単語練習（縦練習）５枚（両面）

英
語

③「見たよ、英語の番組！」２枚（前期・後期）
④ローマ字とアルファベットのプリント３枚
⑤小学生英語復習ブック（青い薄い小さな冊子）
（丸つけ、直し）
。

音
楽

①「滑川中学校校歌」の歌詞書き写しプリント１枚（両面）

美
術

①「イメージを形と色で表現しよう」のプリント１枚

技
家

①『充実した「おうち時間」を過ごそう』のプリント 1 枚

保
体

①運動取組カード

全
体

①臨時休校中の生活の計画表４週間分（保護者のサインやコメントの入ったもの）
②フレッシュセミナースタート講座

※丸つけ、直し

以上、２１点の提出物があります。確認して、バッチリ提出しよう！！
・昨日も緊急連絡網を回しました。情報は、先生方が総出で電話したので、上手く伝わったと思いますが、せっかくな
ら「大人になる上での電話マナー」がもう少し身に付いたらと思います。そこで、
「（全員ではないですが）この点は
物足りないなあ」と感じたことを伝えます。まだ数回、連絡網を使うことがあると思いますので！
※また休校が伸びるという意味ではないぞ！！
①連絡網の責任感が足りない人がいます（特に、男子に多い？）
。昨日も、２件の内容を回したのに、１件しか伝
わっていなくて多くのやり直しをしました。具体的には、相手にしっかりとメモを取らせない、復唱（もう一度
言ってもらう）をさせていない人がいるからです（プリントのやり方を守っていない）。また、
「１文字も違わな
いように次に伝えなければ！」という緊張感が足りない。それではうまくいかないですね。職員室は、大変なこ
とになっていました。先生方は、それ以外の仕事が半日以上できなかったぞ！

②うまくつながらないことがあるのは仕方ないとして、そのまま学校に連絡せずに放置している人が多いです。
それは、誰かの損になっていますよ。
（時間をかけて、つながらない家に何度も電話してくれてる人も多いので、
それは感謝＆関心です。
）
③学校に電話してくる人が、
「クラス、名前などを言わない人」、または「モゴモゴ言ってて聞き取りにくい人」が
います。それでは、大人になってからものすごく印象が悪いですよね。もったいない！
④この時期だけでもいいので、
「家の電話に必ず出る」ようにしてほしいです。
「１０回かけたよ！」という人がい
るということは、
「１０回無視した」人がいるのでしょう。今、社会では、大人なのに「電話恐怖症」で電話に
出られず、仕事ができなくなったり、心のバランスを崩したりする人が多いみたいです。今からトレーニング
しておくのもいいと思いますよ。
（オレオレ詐欺のような悪い電話がかかってくるから出ないという人！分かる
けど、そういう電話の撃退法も、そろそろ大人から習ってもいいんじゃないかな。７年生だから。
）

３、最近の職員室のプチ情報！
今日のテーマ： 今こそみなさんに伝えたい、「人生に力をくれる私の座右の銘」
・座右の銘とは、「自分の人生を変えた、または自分の人生を支えてくれている大事な言葉（名言）」のこと
です。それこそ、一人一人大事にしているものは違うので参考になるかどうかわかりませんが、ちょっと読
んでみて！
・１組担任の中瀬先生：
『敵は我にあり』…今年 2 月にお亡くなりになった野村克也さんの言葉。相手チームとの
試合で悔しい思いをしても、自分の未熟さや仲間との連携不足などに気付くことができます。つまり、相手チ
ーム（ライバル）の存在は敵ではないということ。本当の敵は「自分に制限をかけてしまうこと」で、注意深く
ならなければいけないのは「自分への甘さに負けていないか」ということ。意識を自分に向けることです。
２組担任の堀先生：
『井の中の蛙大海を知らず』…「蛙」は「かわず」と読み、ケロケロと鳴くカエルのことを指
します。井戸に住む蛙は、自分のいる世界がすべてだと思って、外に広く大きな海が広がっていることを知ら
ない、視野がせまいという意味のことわざです。ネガティブなことわざに思えますが、自分の知っている知識
や考えの外に、さらに深く新しいものがあると思うとワクワクしませんか？いつも、
「大海を知る蛙」であるよ
うに心がけています。
（とはいえ、今いる井戸に満足してしまうこともしばしば…反省）
３組担任の徳松先生：
『努力は裏切らない』…人間誰しも完璧ではありません。最初はできなくても、努力すれば
必ずできるようになります。勉強も部活などのスポーツも努力次第で上手くできるようになるはずです。そし
て、のちに自分の力・経験として様々な所で生きてきます。今の内から色々なことに対して、努力して取り組ん
でみましょう。
４組担任の小田先生：
『自分に厳しく』…もう何回も言っているような気がしますが、「まあいいか」ばかりだと
自分にプラスなことはありません。いつでも貪欲に「まだできる！」と思って物事に取り組んでいます。しか
し、厳しいばかりでは自分も辛くなってしまう時があるので、ほどよく「いや～よくやったわ～ごほうびにケ
ーキでも食べちゃおう」と自分を認めて、褒めてあげることも心の成長にとって大事だと思います。
５組担任の島崎先生：
『迅速果断』…素早く思い切りよく判断し、行動に移すという意味。バスケットボールでも
仕事でも大切なことだと教えてもらいました。状況は常に変化していくので、迷ったり悩んだりしている時間
はないと思います。間違いや失敗もあると思いますが、何事においてもすぐに判断して実行できる力は大事だ
と思います。
副担任の加藤先生：
『継続は力なり』…どんな小さな事でも続けることってとても大変です。ましてや、好きでは
ないこと、楽しそうではないこととなるとなおさらです。でも、そういうことでもコツコツ続けることで思い
がけない力（プレゼント）が自分の所へやってくるのです。自分のためと思えばやるしかないですよね。
みなさん、課題等にコツコツ取り組んでますよね。毎日少しずつでも前に進めていきましょうね。

※さぼりやなまけもためてしまうと違う意味で大変なこと（プレゼント！？）になってしまいますよ。
副担任の島田先生：
『見て知りそ

知りてな見そ』…棟方志功という版画家の美術展を見に行って出会った言葉

です。知っているつもりで見るな。先入観や邪念のない目で見つめてこそ、本当の姿が見えてくる。という意
味に解釈しました。積み重ねてきた知識を元に見ることも必要ですが、美術に関しては、見て、感じて学ぶこ
とを大切にしたいと思っています。
副担任の市江先生：
『一期一会』…ダジャレではありませんよ（ちょっと狙ってますが）。“いちごいちえ”と読み
ます。茶道の祖、千利休の言葉と伝えられ、
「あなたとこうして会っている時間は、かけがえのない時間であり、
二度と会うことがないかもしれない。そのつもりで、一瞬一瞬を大事に、一人一人と接していかなければなら
ない」という意味です。私も、みなさんとのどの一瞬も「二度とない瞬間」として大事にしていきたいと思っ
ています。
山西：
『徳は孤ならず

必ず隣あり』…“とくはこならず かならずとなりあり”と読みます。徳のある人（人間的

魅力のある人。徳は、道徳の徳です）は、絶対に独りぼっち（孤立）にならない。必ず周りに人が集まってく
る、という意味です。私の師匠で日本一の教育学者・哲学者である横山利弘先生から教えていただいた、論語
（これまた、釈迦・キリスト・マホメットと共に、世界 4 大聖人に数えられる学者、孔子が約 2500 年前に残
した言葉）の一説です。お金持ちでもハンサムでもない私ですが、周りに人が集まってくれるような人になり
たいと日々思っています。

４、せっかくだから、コロナ関係で最近よく聞く英単語の意味を学んでみませんか？
が、
「すごく大事！

高校レベルのものも多いです

今覚えたらオイシイ！」と思うもの、結構多いですよ！

💛corona・・・コロナ（元々は、ラテン語やギリシャ語の「王冠、花冠」の意味からきています（そう言えば、形が
似てるかも）。正式名称は、COVID-19（Coronavirus disease 2019 の略）という。virus（発音ヴァイルス）は
「ウイルス」、disease（発音ディズィーズ）は「病気」の意味）
💛cluster・・・クラスター（英語では、あくまでも「集団、群れ」の意味で、病気とは直接関係ない。日本で使われ
るような意味で使うには、“disease cluster”(ディズィーズ クラスター

disease は病気の意味)と言います

💛lockdown・・・ロックダウン（都市封鎖。 lock は鍵をかける（
「ドアをロックして」などと使います。音楽のロ
ック rock とは関係ありません）
、down は、
「～の下に」の意味でよく使われる単語ですが、ここでは、
「すっかり、
完全に」のような意味になります）
💛overshoot・・・オーバーシュート（爆発的患者急増の意味で使われていますが、元々は「通り越す、度が過ぎる」
の意味。 over は「～を超えて」の意味（予算オーバー、なんて言いますね）、shoot は、基本的には「鉄砲や、サ
ッカーなどのシュートを）撃つ」の意味ですが、ここでは、「
（弾丸のように）次々出てくる」のような意味です）
💛outbreak・・・アウトブレイク（感染爆発。本来は、
「突発、発生」の意味。

out は、
「～の外に」
（バッター、

アウトの out です。意味は違いますが）、break は「壊れる」の意味（ブレイクした芸人などと使いますね）です。
つまり、
「壊れちゃった状態のその後」というような意味なんでしょう。）
💛pandemic・・・パンデミック（世界的大流行

ギリシャ語の「すべての人々」が語源だそうです。
）

💛zoning・・・ゾーニング（状況に応じて場所を分けること（クルーズ船の中で、感染者とそうでない人を船内の場
所で分ける時に使われました）
。元々は地区制の意味。zone ゾーン「区別する」から出た用語。
）
💛WHO(World Health Organization)・・・ワールドヘルスオ－ガナイゼイション（世界保健機構。world は「世
界」
、 health は「保健」 organization は「組織、機構」の意味です。ちなみに、healthy ヘルスィが「健康な」
の意味。
）
💛telework・・・テレワーク（離れて働くこと。 自宅で勤務することが多いですね。tele は、
「離れて」の意味で、
television テレビ、telephone 電話などで使われています。vision は映像、phone は音の意味です。これで覚えま
したね？

work は働く・仕事の意味。home 家庭で君たちがする仕事が homework 宿題ですね。
）

💛basic income・・・ベイシックインカム（最低限所得保障の意味。生きていく上で「これだけのお金は必要」とい
うことを、政府が保障しますよという考え方。basic は「基本的な」
、income は「収入」の意味。）
💛social distancing・・・ソーシャルディスタンシング（人との距離を置くこと。 ソーシャルディスタンスは、元々
は社会学的な用語で、
「人との社会的距離」を意味します（例えば、仲良くない人が顔を 30 ㎝くらいに近付けたら
不愉快など）。social は「社会的な」
（social studies は教科の「社会」です）、distancing は「距離を取ること」の
意味です）
💛stay home・・・ステイホーム（家にいましょうの意味。stay は「滞在する」
、home は「家庭、家に」。
）

５、
「あーっ、もう勉強なんて苦しいよぉー！逃げ出したいよぉー!!」という人、けっこう多いんじゃないかな。でも、
「勉強への取組って、そんな甘いもんじゃないよ」って言わんばかりのものすごい勉強をしている人が、世の中に
はいます（この記事の人は、年齢はみなさんよりかなり上だけど）。
これだけの勉強をすることは、かなり大変です。でも、ここまでやらないと分からないことや、ここまでやること
で得られる楽しさもあります（スポーツでもそうですね。遊びでやるより、本気で全てを注ぎこむと真の楽しさが
見えてくる。そういうものです）
。だから、
「とことん、目一杯まで頑張ること」は、必ずあなたの人生を豊かにして
くれるんです。みなさんも、
「何かを極める」ことからしか得られないすばらしい世界を感じてほしいなあ。今はそ
のチャンスですよ！

「世界史」満点「工夫と努力の天才」

大学入試で、ある女子高生が世界史に挑んだ結果、見事「満点」。彼女がすごいのは、たゆまぬ努力が実を結んだ
から。1 冊の問題集が、努力の大きさを物語ります。
写真は、世界史の入試で満点を取った生徒の参考書。もはや原形をとどめず、凄まじいオーラを放っている。付箋
やマーカー、書き込みがいたるところにあります。表紙には地図を貼り、彼女の努力と工夫が一目で伝わってきま
す。この一冊さえあれば、世界史の復習は大丈夫。自信にも繋がったことでしょう。
彼女に「おめでとう！自分の勉強法が正しいと証明されたようで嬉しいでしょう？」と声をかけると、彼女は嬉し
そうにはにかんで、「はい」と返事しました。
受験生たちに向け、鈴木さんはこうメッセージを送ります。
“間近に迫る入試を前に、不安に押しつぶされそうな人も多いでしょう。でも、あと少しです。
「 夜明け前が一番暗い」
苦しみの先の歓喜を思い描きながら、どうか最後まで走り抜けてください。健闘を祈ります。“

