
 

 

                     

               
                           

豊かな心とは？                                        

 校長先生は日頃から「正しい判断力をみにつけよう」「豊かな心を育てよう」とおっしゃっていま

す。では「豊かな心」とはいったいどんな心なのでしょうか。

 学校は大変に多くの生徒が一緒に生活をしています。学級、学年、部活動、委員会活動など共に活

動をするなかで、うまくいくことばかりではありません。失敗をしてしまう人もいれば、どうしても

気の合わない人もいます。失敗をした人がいた時に、その人に対してどのような言葉をかけ、支えよ

うとするか、またそういう心掛けがあるかどうかによって、その人が所属する集団の質が変わります。

私たちは、思うようにいかないことがあった時に、どうしても他人のせいにしたくなります。

他の人の悪いところを見つけて、責めようとするような集団、支える人が誰もいない集団はどうなっ

てしまうでしょうか。そんな集団に所属したいと思うでしょうか。

 ピンチになった時に自分の力で乗り越えられる力、ピンチになった時に集団を支えようとする力

が、豊かな心の一つの側面であると言えるでしょう。その人がいるだけでその場がさわやかになる、

明るくなる人を目指したいものです。

スクールカウンセラーの話 

 12月7日（水）、本校スク

中学1年生はどのような時期

 〇中1は「ストレス」と「トラブル」が起きやすい時期である。なぜかとい

うと夏休み前は、初めてのことや慣れないことが多く、ストレスがたまる。そ

のため、イライラしたり、体調を崩したりする。だからストレスを

し、ためないように

 〇夏休み以降は中学校生活に慣れ、お互いの人間関係が深まる一方で、

ったりして攻撃的になることもある。もともとは自分の居場所をしっかり作りたくて、必死でやって

いたことだが、周りの人たちからは避けられるようになり、かえって自分の居場所がなくなってしま

うこともある。 

 〇人付き合いを上手にして、和を重んじていくことが大事である。

 四中には近江さん（水曜日）と布施さん

ゃいます。申し込みをすれば誰でも相談ができます

ます。 

すてきな学年をつくろう １、２年生

１年生 「ＨＯＴ    ＷＩＮＴＥＲ」 

 １年生は寒い冬に心が温まる活動をしようと「ＨＯＴ

（ホット ハート ウィンター）」

ライフに１日の生活の中で、がんばっていた人や活動、良かったことを書

き、学活で紹介するという取組です。お互いの良いところを認め合い、称

えあう姿勢を育てようとしています。

２年生 「あいさつは仲間であることの意思

 ２年生は学年の雰囲気を良くするための取組をいくつか行っています。

その第一が挨拶です。「挨拶は仲間であることの意思表示」との合言葉で

挨拶をすることで、お互いが仲間だという気持ちを表現しています。第二

にはいつも学級委員だけで行っている学級委員会を公開し、オープン会議

と銘打って実施しました。当日は２０人を超す生徒が参加しました。第三

は交流給食です。各学級から１班ずつ他の学級で給食の時間を過ごし、他の学級の良さを知るという

活動です。さらに学年の雰囲気を良くするにはどうしたらよいかという意見を出し合ったり、レクリ

エーションを行ったりもしています。
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３年生社会科「会社をつくろう」の授業 

 ３年生社会科では公民の授業で「会社をつくろう」と学習をして

います。12月13日（火）には、各班で話し合ってきた作りたい会社

のプレゼンテーションをし、他の生徒や保護者の方との質疑応答の

後、現実的であるか、社会貢献できるかなどを評価基準として、投

資を受け付けました。当日は、金融・証券教育支援センターから 2

名の方を講師としてお招きし、各グループの会社にコメントをいた

だきました。この学習をとおして、会社をつくるための知識だけで

なく、班のなかでより良い会社をつくるための話し合いをすること、

第三者に自分の考えをわかりやすく伝えることなど、考える力や表現する力を伸ばすことができまし

た。 

四中生の活躍 

平成28年度薬物乱用防止ポスター・標語コンクール 標語の部 

地区会長賞 1年 太田 真紘 危険ドラック しないさせない 周りの目 

地区会長賞 1年 祖父江来美 薬物の 甘い誘惑 負けちゃダメ！ 

佳      作 2年 山村 真理 薬物に 手をつけてみたら 地獄みる 

佳      作 2年 島﨑 瑞希 薬物は 一度の人生 無駄使い 

佳      作 2年 松戸 伽渚子 薬物で 楽は一瞬 苦は一生 

人権ポスターコンクール   

佳      作 2年 山本 愛結 

 

 

 

 

 

 

携帯電話・スマートフォンの使い方についてぜひご一緒にお考えください。 

皆様ご存じのように、ここ数年未成年者の携帯電話やスマートフォンの健全ではない使用により、犯罪

に巻き込まれたり、いじめの温床になったり、規則正しい生活が阻害されたりと、多くの問題が指摘されてい

ます。本校でも正しくない使用により、生徒を指導する場面がありました。 

東京都では、ＳＮＳ東京ルール、ＳＮＳ学校ルールを決め、適切な使い方をしようと呼びかけています。また

今年度、ＳＮＳ家庭ルールについても話し合っていただくようお願いをして参りました。皆様のご家庭では、お

子様の携帯電話やスマートフォンの使用にどのようなルールを決めていますか。以下の文書をお読みいた

だき、年末の話題にしていただければ幸いです。２、3 年生の保護者の皆様には昨年も同じものご覧いただ

きましたが、再度掲載させていただきます。 

クリスマスの日に米国マサチューセッツ州のあるブロガーお母さん（Janell Burley Hofman さん）が１３歳の息

子にスマートフォンをクリスマスプレゼントとしてあげました。そのスマートフォンの箱には彼女が作った 「使用

契約書」 も入っていました。現代の様々な IT 問題（プライバシー、ネット中毒、ポルノ、いじめ、対人関係等）

が私たちの子供達を襲うなか、どうすれば子供に IT の健康的な使い方を学ばせることが出来るかを真剣に

考えた末、ブロガーお母さんが以下のような使用契約書を１３歳の息子グレゴリーさんに渡すことを決めまし

た。 

裏面に続く 

閉校日についてのお知らせ 

 １２月２８日（水）から１月４日（水）まで、学校は閉校日になります。鍵がかかっています

ので、学校にはいれませんし、電話もとれません。忘れ物を取りにくる、電話での問い合わせを

するということができなくなります。ご協力をお願いいたします。 

http://www.janellburleyhofmann.com/


 

 

グレゴリーへ、 
メリークリスマス！あなたは今日からこのスマートフォンの所有権を持つことができます。

やったね！責任感のあるお利口な１３歳なので、このプレゼントはあなたに相応しい。しかし、

このプレゼントと受理すると同時にルールや規則が付いてきます。以下の使用契約をゆっくり

読んでください。私の親としての仕事も分かって欲しい。あなたを健康で豊かな人間性を持っ

た、現代のテクノロジーうまく活用していける大人に育てなければならないといことを。以下

の規則を守ることができなかった場合、あなたのスマートフォン所有権も無くなります。 
あなたが大好きでたまりません。あなたと何百万個ものメッセージ交換をするのが楽しみで

す。 

スマートフォン使用契約書 
1 これは私の携帯です。私が買いました。月々の支払いも私がします。あなたに貸している
ものです。私ってやさしいでしょ？ 
 

2. パスワードはかならず私に報告すること。 
 
3.  これは「電話」です、鳴ったら必ず出ること。礼儀正しく「こんにちは」と言いなさい。
発信者が「ママ」か「パパ」だったら必ず出ること。絶対に。 

 
4.  学校がある日は 7:30pmに携帯を私に返却します。週末は 9:00pmに返却します。携帯は次
の朝の 7:30am まで電源オフになります。友達の親が直接出る固定電話に電話出来ないよう
な相手ならその人には電話も SMS もしないこと。自分の直感を信じて、他の家族も尊重し
なさい。 

 
5.  スマートフォンはあなたと一緒に学校には行けません。SMSをする子とは直接お話しなさ
い。人生のスキルです。注：半日登校、修学旅行や学校外活動は各自検討します。 

 
6.  万が一トイレや床に落としたり、無くしたり、破損させた場合はこの修理費用は自己負担
です。家の芝生を刈ったり、ベビーシッターをしたり、お小遣いでカバーしてください。こ

ういうことは起こります、準備していてください。 
 
7.  このテクノロジーを使って嘘をついたり、人を馬鹿にしたりしないこと。人を傷つけるよ
うな会話に参加しないこと。人のためになることを第一に考え、喧嘩に参加しないこと。 

 
8. 人に面と向かって言えないようなことをこの携帯を使って SMSやメールでしないこと。 
 
9. 友達の親の前で言えないようなことを SMSやメールでしないこと。自己規制してください。 
 
10. ポルノ禁止。私とシェアできるような情報をウェブで検索してください。質問などがあれ
ば誰かに聞きなさい。なるべく私かお父さんに聞いてね。 

 
11. 公共の場では消すなり、サイレントモードにすること。特にレストラン、映画館や他の人
間と話す時はそうしてください。あなたは失礼なことをしない子です、スマートフォンがそれ

を変えてはいけません。 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 他の人にあなたの大事な所の写真を送ったり、貰ったりしては行けません。笑わないで。
あなたの高知能でもそういうことがしたくなる時期がやってきます。とてもリスキーなこと

だし、あなたの青春時代・大学時代・社会人時代を壊してしまう可能性だってあるのよ。よ

くない考えです。インターネットはあなたより巨大で強いのよ。これほどの規模のものを消

すのは難しいし、風評を消すのも尚更難しい。 
 
 
13. 写真やビデオを膨大に撮らないこと。すべてを収録する必要はありません。人生経験を肌
身で体験してください。すべてはあなたの記憶に収録されます。 

 
14. ときどき家に携帯を置いて出かけてください。そしてその選択に自信を持ってください。
携帯は生きものじゃないし、あなたの一部でもありません。携帯なしで生活することを覚え

てください。流行に流されない、FOMO(自分だけが取り残されていると思ってしまう不安感)
を気にしない器の男になってください。 

 
15. 新しい音楽、クラシック音楽、あるいは全員が聞いている音楽とは違う音楽をダウンロー
ドしてください。あなたの世代は史上もっとも音楽にアクセスできる世代なのよ。この特別

な時代を活用してください。あなたの視野を広げてください。 
 
16. ときどきワードゲームやパズルや知能ゲームで遊んでください。 
 
17. 上を向いて歩いてください。あなたの周りの世界を良く見てください。窓から外を覗いて
ください。鳥の鳴き声を聞いてください。知らない人と会話をもってみてください。グーグ

ル検索なしで考えてみてください 
 
18. あなたは失敗する。そのときはこの携帯をあなたから奪います。その失敗について私と話
し合います。また一からスタートします。あなたと私はいつも何かを学んでいる。私はあな

たのチームメイトです。一緒に答えを出して行きましょう。 
 
 
この条件を合意してくれることを願っているよ。ここにリストしてあるほとんどの条件は人生

をうまく生きるための条件にも当てはまるものだから。あなたは常に激変していく世の中で成

長しています。とてもエキサイティングで気を引く体験だと思う。できるだけシンプルに物事

を考えて行ってください。どんな機械やガジェットよりも自分のパワフルな考え方と大きな心

を信じてください。あなたが大好きなのよ。あなたの素晴らしいスマートフォンを楽しんでね。 
母より。 
翻訳 打村明 
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