
 

 

■巻頭言■ 「合唱コンクール」にて……絆に感謝、その感動を発信します 

 

校 長  小 畑  活  

ある一人の女性に隠されたストーリーが世界中に感動を与えています。中国の楼小英（ロウ・シャオ

イン）という高齢の方で、腎不全のため、長期の入院生活を送

られているとのことです。彼女は、道端に捨てられているゴミ

を拾い、それをリサイクルすることで生計を立てていたそう

です。このような貧困生活で、彼女が拾っていたものは、ゴミ

だけではありませんでした。40 年かけて 35 人もの子供を拾

い、育ててきたのです。82 歳の時には、最も幼い子供をゴミ

箱の中で見付けたそうです。 

 

その時のことを振り返って、彼女は言いました。「私は既に歳をとっていましたが、その赤ちゃんを

見捨て、ゴミの中で死なせることなんてできません。その子はとても可愛らしく、そして、とても苦し

そうでした。私はその赤ちゃんを家に連れて帰らなければと思ったのです。田舎にある小さな質素な家

にその子を連れて帰り、元気になるよう面倒を見ました。そして、今その男の子は、幸せで健康なやん

ちゃ坊主に成長しています。年上の私の子どもたちは皆、彼の世話を手伝ってくれました。男の子は、

私たち全員にとって、とても特別な存在なのです。私は中国語で『貴重で大切なもの』を意味する文字

を彼の名前として選びました。その子が成長して行く様子を見るのが私たちの幸せです。そして、気付
いたのです。子供の世話をすることが、私が本当に大好きなことだということを。また、こうも思いま
した。もし、私たちにゴミを集めるだけの力があるのなら、人の命のような大切なものを『再生』でき
る力もあるはずだと。道に捨てられた子供たちは、愛情と保護を必要としています。彼らはみんな大切
な命なのです。どうしたらこんなか弱い赤ん坊たちを道に捨てられるのか、私には理解できません。」 

このように、利己的な社会に捨てられた多くの子供を救ってきた彼女は、話すことも動くこともまま

ならないほど身体が弱っているそうです。しかし、そんな状態であっても自分が愛した子供のことを気

にかけ、ベッドの中から「私に残された人生はあと少しです。そして私が今、最も望んでいることは、

男の子が学校に行くことです。もしそれが実現すれば、私の人生にもう悔いはありません」と語ってい

ました。愛情深い彼女の人生が大々的に報じられると、ネット上では入院費を募金しようという動きが

自然に生まれたそうです。そして、捨て子で戸籍のない男の子が入学できるよう、公的機関もついに動

き、当該市と小学校が入学を許可したのです。 

世界中の人の胸を打つ、楼さんが見せた子供への「無償の愛」。確かに、これまでの彼女は、質素で

貧しい生活を送ってきたのかもしれません。しかし、自分を「お母さん」と呼ぶ子供たちの愛らしい声、

そして、子供たちが見せる無邪気な笑顔で満ち溢れたその人生は、誰にも負けないくらい幸せな人生に

違いありません。これからも彼女の人生を明るく照らすこの無償の愛のすばらしさ、美しさが人々の心

に伝わり広がっていくことでしょう。そして、道で捨てられる子供が一人でも減ることも……。 

 

さて、今年度の合唱コンクールは昨年とは異なり、新型コロナウィルス感染症拡大防止のための対策

を講じつつ実施します。しかし、ＰＴＡ合唱については見送らざるを得ない状況でした。その話し合い

中で、「このような状況だからこそ、東中ＰＴＡ『大人の背中プロジェクト』として、みんなで知恵を

出し合い、前向きに取り組もう」と親の思いがまとまり、「我が子へのメッセージ」を届けることにな

りました。当日は、親子の絆オブジェクトとして、会場の市民会館に掲示されていることでしょう。 

楼さんが示してくださった親子の絆とその無償の愛。私たち東中の合唱コンクールも同じです。愛情
いっぱいに包まれた会場で、例年以上に、東中生一人一人の歌声、合唱が心に染み入ることでしょう。
そして、その感動を発信します。 

教育目標「豊かな心 確かな学び やりぬく力」 
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■各種新人大会等の結果について 
 

 先月行われました各種新人大会の結果、及び今月

１４日(水)に行われました中越地区駅伝大会の結果

をお伝えします。 

さて、各部にとって今回の大会結果はもちろん大

事ですが、本当の闘いは来春の中越地区大会のはずです。それまでに冬季間のトレーニングに真摯
し ん し

に取

り組み、実力を蓄えていくことが求められます。 

【点滴穿石(てんてきせんせき)・・・小さな水滴でも、長く落ち続ければ石に穴を開けることができ

るということ。転じてわずかな力でも積み重なれば、大きな仕事が成し遂げられるということ。】の精

神で、これから日々の練習に頑張ってほしいと思います。 

水泳 
中越合同 

新人水大会 

女子 100ｍバタフライ 

1 年：平澤 那智 
5 位 1 分 13秒 13 

女子 50ｍ自由形 10 位 31秒 49 

陸上 
魚沼四市二郡 

新人陸上大会 

男子 200m 2 年：細貝 太良 7 位 ２６秒３７ 

男子 800m １年：田中 夏琉 ６位 2 分 20 秒 34 

男子走幅跳 2 年：関 佑真 ３位 ５ｍ３９ 

女子 1500m 2 年：小島 ひかる 6 位 5分 06秒２３ 

軟式野球 
小千谷市新人 

軟式野球大会 

3 チーム 

総当たり戦 

○東中４－２千田中 

2 位 ●東中０－９小千谷・ 

片貝・南連合 

バレー 

ボール 

小千谷市新人バ

レーボール大会 

４チーム 

総当たり戦 

●東中１－２千田中 

３位 
●東中１－２片貝中・ 

南中連合 

○東中２－１小千谷中 

バスケッ

トボール 

魚沼三市一郡新人

バスケット 

ボール大会 

トーナメント 

１回戦 
●東中２９－５５塩沢中 特になし 

卓球 
小千谷市新人 

卓球大会 

団体戦 

●東中１－4 小千谷中 

3 位 ●東中１－4 千田中 

○東中５－０片貝中 

個人戦 

２年:石田 咲稀 
ベスト１６ 

(３回戦敗退) 

２年:西原 緋奈子 
ベスト１６ 

(３回戦敗退) 

剣道 
魚沼四市二郡 

新人剣道大会 
個人戦 ２年：山野 誉高 

ベスト１６ 

(１回戦シード、２回戦

勝、３回戦負) 

駅伝 
中越地区 

駅伝大会 

男

子 

井浦優輝、田中夏琉、桑原 悠、渡辺隼史、 

佐藤瑠美奈、岩淵大和 １時間１２分２８ ４３位 

女

子 

小島ひかる、五十嵐梨音、西脇希絆、佐藤穂乃花、石上すず 

52 分 55 １２位(県大会出場→11/6 越後長岡丘陵公園) 

https://www.irasutoya.com/2018/01/blog-post_777.html
https://www.irasutoya.com/2016/03/blog-post_52.html
https://www.irasutoya.com/2016/07/blog-post_471.html


■小中合同いじめ見逃しゼロスクール集会■ 
 

 今年の「いじめ見逃しゼロスクール集会」ですが、１０月３０日(金)５・６限に行います(１３:３

０開始)。他学年や学区内の小学生高学年と一堂に会して「いじめ見逃しゼロスクール集会」を行うこ

とで、児童生徒一人一人の社会性を育むと共に、中学校区全体で「いじめを絶対に許さない。見逃さ

ない。」という心を醸成します。 

下のお話は、実際に集会で話し合われるものです。児童生徒は事前に共通の題材を使って２回行われ

た道徳授業で「どうすればいじめに発展しないのか」を考え、自分の意見をもって集会に臨みます。当

日は、小学校高学年から中学３年生の縦割り班をつくり、討議する予定です。 

最後に連絡になりますが、集会当日は年間行事計画でオープンスクール日となっています。しかし、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、保護者の皆様には各自で感染症予防対策を講じた上

で、体育館ギャラリーからの参観となります。あらかじめ御了承ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このままでは、里沙の一人ぼっちの状態は何も変わ

りません。更に、里沙に対するいじめにも発展するか

もしれません。そうならないようにするためには、こ

の後、「誰が」「誰に」謝るとよいと思いますか。 

下のＡ～Ｅの中から選びましょう。Ｅを選んだ人は

誰がどうすればよいか考えましょう。また、具体的に

どのような働きかけをするとよいと思いますか。 

Ａ ： 恵美が里沙に謝るべき。 

Ｂ ： 里沙が恵美に謝るべき 

Ｃ ： 真紀と純子が里沙に謝るべき。  

Ｄ ： 周りの生徒が里沙に謝るべき。 

Ｅ ： その他 

純子 

純子 



■２年生職業体験教室■ 
 

本来であれば、２年生はこの時期に市内の各事業の御協力の下、「総合的な学習

の時間」の中で「職場体験活動」を行っているのですが、今年度はコロナ禍のため、

中止という判断をせざるを得ませんでした。 

しかし、生徒たちにキャリア発達を促す上で、「何か別の形でできないだろう

か」ということで知恵を絞り、１０月８日(木)に外部からその道に卓越した専門家を中学校にお招きし、

職業体験教室を実施しました。 

ＩＴコース、花育コース、和菓子コースと３つのコースが設定され、生徒は興味・関心のある分野の

ところで、職業講話、製作実演・ものづくり体験、質問コーナーと、有意義な２時間を過ごすことがで

きました。 

 

■１１月の予定■ １１月・１２月は「継承・評価期」です 

※１０月２７日(火) ３年第３回学習の確認テスト 

２日(月) 合唱コンクール振替休業日 

４日(水) (５限まで)全校集会 職員会議 

５日(木) 内科検診(午後) 

６日(金) 専門委員会 

９日(月) (５限まで)職員研修 

１０日(火) 井田ＳＣ来校 

１１日(水)～１３日(金) 

 第３回定期テスト(国・社・英) 

１３日(金) ３年進路説明会 細金相談員来校 

１７日(火) 生徒集会 井田ＳＣ来校 

１８日(水)～１９日(木) ３年修学旅行 

２０日(金) １年ＰＴＡ行事(講演会) 

椿栄養教諭来校 

２４日(火) 井田ＳＣ来校 

２５日(水)～１２／１(火) 

メディアコントロール・家庭学習強調週間 

２５日(水) ３年薬物乱用防止教室 

２６日(木) 生徒会役員立会演説会・選挙 

２７日(金) 東雲テスト③(国・数・英) 

細金相談員来校 

３０日(火) ３年第４回学習の確認テスト 

１１月～２月の間は放課後活動時刻が～１７:１０、下校時刻が１７:２０となります。 

 

 

 
１７日(土)に行われた合唱コンクールに向けて、少しでも表情が見

える形で合唱練習を進めながら、飛沫による感染拡大を防止するため

に、東中後援会費より全校生徒並びに教職員用に１人１つ「マウスガー

ド」を購入させていただきました。この場を借りて御礼申し上げます。 

合唱コンクールの様子については次号でお伝えします。 

https://www.irasutoya.com/2020/09/2.html

