
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●放課後の電話対応など １８：００までが基本に。 

祝日・休日は１日中 警備員対応となります 

 ※ １８：００以降の電話はできるだけ翌日にお願いします。  

 

   

 

「面倒くさい」という言葉 
 校 長 由 上 正 幸 

  

８月２６日から二学期が無事にスタートし、子どもたちの元気で明るい声や笑顔が学校に戻って

来ました。二学期は学習に運動に、そして行事に一生懸命に取り組むことを通じて、大いに成長し

てもらいたいと思います。しかし残念ながら、この成長を妨げたり鈍らせたりする言葉があります。

日常の会話の中でも、わりと耳にする言葉かもしれません。それは「面倒くさい」という言葉です。

よく耳にする言葉かと思います。私もこれまでに何回口にしたかわかりません。何気なく使ってい

ました。しかし、この夏、手にした本を読んでこの言葉に対して敏感になりました。その一節を紹

介します。 

 

『「そんなの、面倒くさい」、幼いぼくが口をとがらせるたびに、母は本気で怒りました。宿題を

しなさい、ランドセルを片付けなさい、靴を脱いだら揃えておきなさい。親から言われるあれこれ

に、「面倒くさい」と、ふくれる子供はたくさんいます。ぼくは何度もふくれましたが、母も負けず

に何度も叱りました。「どんなことがあっても、絶対に面倒くさいなんて言っちゃいけない。面倒く

さいという言葉を口にする人間になっちゃだめ」。母の言葉はずっと心に残っていて、今の僕は自分

で自分に言うのです。「面倒くさいという言葉を口にする人間になっちゃだめだ。」それは僕だって、

毎日のなかで面倒くさいと思うことはけっこうあります。でも、絶対に言葉に出してはならないと

誓っています。面倒くさいという言葉は、すべてを否定する強烈な「打ち消しのパワー」がありま

す。一生懸命に生きよう、毎日できるだけ楽しく暮らそうと、いくら本気で思っていても、「面倒く

さい」とつぶやいたとたん、すべてが魔法がとけたみたいにだめになってしまう気がします。子供

の頃、僕がようやく面倒くさいと言わなくなった頃、母がもう一つ教えてくれました。「面倒くさい

ことのなかに、本当の楽しさがあるんだよ」この言葉についても。大人になるほどじんわり、真実

だなあと感じます。たとえば、料理を作るとき、一番楽しいのはひと手間というめんどうくさいこ

と。できあがったとき、おいしくなったり見栄えがよくなる部分は、丹念なだし取りや隠し包丁な

ど、面倒でも手を抜かずにやったことです。手間ひまかけ、自分で育てた野菜。お仕着せのツアー

ではない、ゼロから計画を立てた旅行。仕事でも暮らしでも学びでも、物事の良さや味わい、いい

ところ、楽しいことはすべて、面倒くさいことから生まれるものです。』 

～ 「あたらしいあたりまえ」 松浦弥太郎 より ～  

 

校内でも、時々「面倒くさい」という言葉が聞こえてきます。これは学校ばかりでなく家庭にお

いても同様かもしれません。中には口癖になっている人もいるかもしれません。 

そんな時には、 

・面倒くさいという言葉には、自分の能力や才能を自分で摘んでしまう魔力がある 

ということ。 

・面倒くさいという言葉を発すると、幸福が逃げていってしまうということ。 

を是非教えてあげてください。 
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“START” 

●毎週水曜日は定時（１７時）退勤日です。 

※ 勤務時間は８：３０～１７：００となっております。特に水曜日はご協力願います。 

   

●朝の電話は ８：００～８：２０までに。 

※ 担任は SHRの準備のため、８：２０までにはお電話ください。 

〈10 月の主な予定〉   

９日（水）5、6ｈ 体育祭 全体練習 

予行前日準備 

10 日（木）３～６ｈ 体育祭 予行 

11 日（金）体育祭 予行予備日 

16 日（水）ＰＭ 体育祭 前日準備 

17 日（木）体育祭 （給食・食堂なし） 

18 日（金）体育祭 予備日（給食・食堂なし） 

21 日（月）体育祭 予々備日（給食・食堂なし） 

前期最終一斉委員会 

24 日（木）吹田市中学校連合体育大会 

        （雨天時は金の時間割） 

25 日（金）吹田市中学校連合体育大会 予備日 

28 日（月）6ｈ 生徒会 立会演説会 

        三島地区支援学級・支援学校卓球大会 

29 日（火）校内授業研究会 

31 日（木）3 年 実力テスト 

 

〈９月の主な予定〉  

2 日（月）人権文化祭 取組  ～ 9 月 13 日 

3 日（火）人権文化祭 取組（50 分×5＋総） 

4 日（水）人権文化祭 取組（45 分×6＋総） 

6 日（金）吹田市中学校水泳大会 

支援学級 合同校外学習 

13 日（金）人権文化祭 展示見学・リハーサル 

14 日（土）人権文化祭 

17 日（火）人権文化祭 代休 

18 日（水）人権文化祭 予備日  

（給食食堂なし） 

放課後学習会   ～25 日（水） 

19 日（木）PTA 運営委員会 

26 日（木）中間テスト      ～27 日（金） 

 
夏休み中、部活動では３年生の引退への最後の大会を迎えたことでしょう。でも花道として素晴らしい成績を残

してくれました！残念ながら表彰台には上がらなかった人も、先輩たちの思いや姿を後輩たちに見せてくれたこ

とでしょう。先輩たちを超えるにはそれ以上の練習や日常を過ごさないといけないし、先輩たちに追いつくため

には、最低限同じことは必ずしなければなりません。でも、やっぱり先輩を超えていくことが、先輩たちへの最

大の恩返しになるのではないでしょうか！ 

職員室前の賞状やトロフィーの棚は今満杯に。職員室にお越しの際はご覧ください。 

 

＜吹奏楽部＞ 大阪府吹奏楽コンクール 北摂地区会 金賞 

＜バレー部＞  大阪中学生バレーボール 優秀選手 T・F 

  大阪中学校総合体育大会 吹田地区 予選大会 団体の部 準優勝 

（M・M、G・Y、K・M、U・M、T・I、I・N、S・A） 

  吹田市中学校総合体育大会 第３位 

＜ 卓 球 部 ＞  吹田市中学校総合体育大会 女子団体の部 準優勝 

（Y・M、F・A、O・S、K・Y、N・N、O・M、H・K） 

                     女子個人の部 第 3 位 Y・M 

                     女子ダブルスの部 準優勝 N・N、O・Sペア      

  大阪府中学生大会 男子ダブルスの部 第５位 I・N、H・M ペア 

        吹田市中学校総合体育大会 男子団体の部   準優勝 

（M・T、I・N、H・M、Y・H、M・H、K・T） 

        三島地区中学校夏季大会 男子団体の部   第３位 

                    男子ダブルスの部 第３位 H・M、K・T ペア 

                    男子ダブルスの部 優 勝 I・N、M・Hペア 

伝達表彰では紹介できませんでしたが、美術部・演劇部・吹奏楽部のみなさんが、地域 

の活動に参加し、貢献してくれました。ありがとうございました。お疲れ様でした！ 

みなさんの大活躍です。 

裏面あり 

教育目標  ○すべての教育活動に人権尊重の精神を貫き個性を伸ばし豊かな人間性を育てる。 
○家庭・地域と連携を図り社会性を培い生きる力を育てる。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1567472159/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE4LzA4L2Jsb2ctcG9zdF83OTYuaHRtbA--/RS=%5EADBBHqjwOUCNlO8uyQbGLUPfdhsV2k-;_ylt=A2RimV.eaGxdDWoA_weU3uV7


 

 

 風船に空気を入れていくと、あるところで割れてしまいます。今、しんどいことやつらいことがある

人はそんな状態かもしれません。もしかしたら、風船よりもっと薄い、やぶれやすい心の状態だったら

なおのことです。そんなとき、話を誰かにすることで、今にも張りさけそうな気持ちがすっと楽になる

ことがあります。風船がやぶれてしまったら元に戻れません。その前に、試しにでも話をしてみたら？ 

＜いじめなどの悩み相談＞ 

  ●いじめのなやみ相談専用ダイヤル  

【番号】０６－６３３７－５４１１ 【対象】本人・保護者 

【日時】月～金（年末年始・祝日は除く）及び第３日曜日 ９：００～１７：００ 

  ●こどもの人権１１０番 

   【番号】０１２０－００７－１１０ 【対象】本人・保護者 

 【日時】9/2～４ 8:30～19:00・9/1 10:00～17:00・平日 8:30～17:15 

自分の中に閉じ込めないで。 

 

生徒会のみなさんと委員会が協力して１学期の最終日に行った、掃除用具の回収後、夏休み中に生徒会

が点検・見直しをしてくれました。２学期の始業式前には、各学年の食堂に割り振りされた掃除用具が

並んでいました。これでさらに２学期は学校がきれいになりますねっ！ありがとうございました。 

詳しくは、始業式の日に配付された生徒会だよりをご覧ください！ 

生徒会の活躍です。  

 スクールメールについての活用についてご質問をいただきました。 

基本的に学校全体のスクールメールは緊急時に使用します。例えば、 

  ●緊急な自然災害などでの対応について。 

  ●緊急な不審者対応について。 

  ●緊急な行事の中止。 

●インフルエンザ等における学級閉鎖時の連絡。（主にクラス・学年単位で使用）  

いずれも、学校として生徒の登下校や、ご家庭での安全を確保するために、緊急に保護者に連絡をする 

場合に使用します。 

 また、部活動でスクールメールを使用しているところもありますが、部活動については、各部の使用

基準に任せています。例えば、 

   〇急な練習や試合の中止。 

   〇急な練習や試合会場の変更。 

   〇予定の連絡・変更。             などです。（一部の例です） 

 学校の連絡は主にこの学校だよりや、文書で配付しています。クラブの連絡等は中学生ですので、主 

に口頭で行っております。 

基本的には使用頻度を限定し、緊急の場合にのみ使用することを目的としております。ご理解・ご協 

力ください。よろしくお願いします。 

スクールメールについて。 

 

久しぶりの登校で、どんな顔をしてやってくるのかなぁと楽しみでもあり、不安な日。それが始業式で

す。みなさんも緊張しているかもしれませんが、先生たちも緊張しています。みんな来てくれるかな、

楽しそうな顔してるかな、不安な顔してないかな、服装とか大丈夫かな、髪に染色していないかな、し

てきてたらなんて話そう、こんな話を 2学期のスタートからしたくないなぁ～、今日、教室で何をはな

そうかな～、などなど。 

校長先生のお話では、未来に向かうために、今を大切にしましょうという話。冨田先生からは、当たり

前をしっかりしていくことが、部活動や学習に影響を与えるよという話をされていました。 

特に冨田先生の話す「当たり前」。学校ではどんなことがあるかなと思い返してみると、例えば「あい

さつをすること」だとか「時間を守ること」、「人を傷つけないこと」、「みんなが楽しく過ごせること」。

などなど。 

「当たり前」は簡単だと思いすぎると忘れてしまったり、意識せずについついおろそかになってしまい

ます。スポーツ選手は無意識でも動けるように「当たり前」を繰り返します。そして疲れた場面や、ピ

ンチの時でもその動きができるよう「当たり前」のするひとつひとつの動きを常に意識して練習してい

ます。「当たり前」にしているところだからこそ、間違ったことを繰り返すと大きな失敗につながってし

まうのです。 

今、二中はすごくいい雰囲気です。学習や行事に対する前向きな取り組み、仲間を大切にしようという

気持ち、何よりがんばろうという気持ちを感じます。それはそれを「当たり前」にできているからで

す。繰り返し繰り返し行うことであきたり、意識をしていないかもしれませんが、もう一度今できてい

る「当たり前」に意識を新たにする二学期にしてください。 

当たり前が一番難しい。 

 

 昨年度、通用門前に大きな時計を寄贈いただきました。生徒たちは通学の時、その時計があることで、ずいぶん

便利になったそうです。また、通用門前の道路を通行中の方々も目線を上にして、本校の時計を確認されていま

す。寄贈いただき、ありがとうございました。 

 今年度も PTAの皆様からの寄贈により、体育館に大型のスクリーンの 

設置を行いました。情報機器の使用が当たり前になっている昨今、本校で 

は少し丈夫な紙を張り合わせてスクリーンにしておりましたが、しわが寄 

り、見にくいところが多くありました。保護者の皆様も、評価説明会など 

で感じておられたと思います。しかし、８月１９日に立派なスクリーンが 

設置でき、生徒や保護者の皆様にも映画館並みの（言い過ぎでしょうか） 

映像がご覧いただけると思います。人権文化祭で使用するかはまだわかり 

ませんが、様々な場面で活用させていただきます。 

本当にありがとうございました。 

  

PTA の皆様、ありがとうございました。 

 

９月１４日（土）に控えた人権文化祭。取り組み期間が短く、教職員も生徒もあわただしい状態です。 

 合唱やダンス、パフォーマンス、大道具・小道具作成、背景の作成、音響などなどパートに分かれて

取り組み中です。 

 取り組み期間中は特別時間割になっています。（右の写真） 

 １４日に間に合うように活動は計画的に行っておりますが、 

二中では、各パートリーダーを中心に、生徒が主体となって 

動く人権文化祭を目標としています。どうしても放課後居残 

りをしての活動も増えてくると思います。 

 生徒たちも一生懸命となり、ついつい下校が遅くなることも 

ありますので、ご了承ください。 

人権文化祭の取り組みで。 

何かがかわるかも！？ 
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