びわ中学校便り
「時を守り、場を清め、礼を正す」

令和元年９月４日（水）
長浜市立びわ中学校
校長

奈須秀和

２学期は、体育大会や文化祭など行事が目白押しです。そんな中、「アッと笑い」であふれる学
校になればいいなと思います。「アッと笑いとドッと笑い」について考えさせられる記事があった
ので紹介します。 【八ツ塚 実
「こころを育てる」より】
【楽しい教室がいい。いつも笑顔が満ちている教室。先生はこの教室を、笑いで満ちている教室
よりも少しだけ笑いの少ない教室にしたいと考えているんだ。そんなの嫌？でも大事な事なんだよ。
なぜなら「笑いに満ちている教室」ほどおそろしいものはないんだ。
実は、「笑い」と「差別」は隣り合わせであるということをみんなは知っているだろうか。
アッと笑いは別名「感動笑い」ともいい、ドッと笑いは「差別笑い」ともいう。テレビをつけると
２つの笑いがまぜこぜになって楽しい番組を演出している。笑われることで、生活のためのお金を
稼いでいる芸人さんがいる。つらくても、恥ずかしくても、情けなくても、生活のために。
それを、考えもなしに見ては、TVの笑い声につられて笑う私たち。
次第に、笑いに対する感覚がマヒしてくる。笑ってはいけないことがある。
▲人の死や病気・人の顔つきや体つき・成績や記録や作品のできばえ
▲持ち物や趣味・失敗や不得意 ▲人をとりまく個人的な感情
もちろん、笑いがふさわしいこともある。
〇困難を乗り切った時 〇仲間と力をあわせることができた時
〇すばらしい「もの」や「こと」に出会えた時 〇心と心が通い合った時
全国には、ひどい「いじめ」が起こって、大変な事件を起こして報道される学校があるだろう。
そんな学校は気づいてないだけで、たいてい笑いに無頓着だったんだ。笑いには、もっと敏感にな
らなくてはならない。知っていてほしい。
私たちの身の回りには笑ったりしてはいけないことや、場面がある。そしてもちろん、笑顔がこぼ
れるようなことや、場面がある。ヘラヘラ、ゲラゲラ、笑い転げる教室のことを、決して楽しい教
室とは言わない。人は、目をつり上げていじめるのではない。いじめは、笑いながらエスカレート
する。だから笑いは怖いのだ。教室は、「アッと笑い」を満ちあふれさせる場だ。】
私は、拍手にも「アッと拍手」「ドッと拍手」があると思います。一生懸命発表がなされた時、
感動した時には温かい拍手「アッと拍手」が私はほしい。そんな生徒集会、体育大会、文化祭、合
唱祭などの行事であってほしいと願っています。

本 校 で は 、「 学 び
の実験室」という長
浜市の事業により長
浜バイオ大学に行っ
て、理科の学習を深
めています。７月に
は1年生がバイオ大
学に行き、プランクトンの観察を行いました。全生
徒が２台の顕微鏡を扱い、楽しく学習できました。
またお昼には、
大学の食堂に行き、
カレーライスをご
ちそうになりまし
た。初めて大学で
学習をすることに
より、大学の様子
を垣間見ることが
できました。

８月１８日（日）に
ＰＴＡ奉仕作業が行わ
れました。たいへん暑
い中でしたが、たくさ
んの人数で効率的に作
業を終えることができ
ました。本当にありが
とうございました。そ
の後３年生と３年生保
護者の皆さんには、ヨ
シ苗のポット上げ作業
もお世話になりました。
９月１４日には体育
大会がこのきれいなグ
ラウンドで行われます。
生徒への応援よろしく
お願いします。

7月２０日から中体連夏季総体ブロック大会、県大
会、近畿大会が県内の会場で行われました。それぞれ
の部活動で今までお世話になったすべての人への感謝
を胸に、最後までよくがんばりました。たくさんの応
援をいただき、ありがとうございました。
◆野球部
本校 ０ － ７ 稲枝
◆男子バスケットボール部
本校 32－67 長浜西
◆女子バスケットボール部
本校 56－35 大東
本校 28－58 湖北 (準決勝)
本校 41－58 長浜西(3位決定戦)
◆男子ソフトテニス部
<団体戦>
本校 ３－０ 杉野、本校 ０－２ 木之本
<個人戦>
ベスト１６ 堀田･柴田 山田･小田 金山･饗場
※森岡･中川隼 第１０位・県大会出場
県大会は２回戦敗退
◆ 女子ソフトテニス部
<団体戦>
本校 ２－１ 長浜北
※ブロック優勝 県大会出場
県大会はベスト８
（本校２－１粟津、本校０－２日枝）
<個人戦>
吉井・小林 ４－１ 吉川・八木（決勝）
※吉井・小林 優勝 県大会出場
県大会はベスト１６
※吉川・八木 準優勝・県大会出場
県大会は３回戦敗退
◆男子卓球部
<団体戦>
本校 ０ － ３ 長浜北
本校 １ － ３ 浅井
<個人戦>
３回戦までで敗退
◆女子卓球部
<団体戦>
本校 ３－２ 長浜北、本校 ３－１ 浅井
本校 ０－３ 長浜西
※ブロック第２位・県大会出場
県大会（本校１－３朝桜）
<個人戦>
藤澤 ベスト１６
◆女子バレーボール部
本校 ０－２ 高月、本校 １－２ 長浜北
本校 ０－２ 浅井
◆剣道
（吉川）個人戦 優勝
※県大会出場（県大会ベスト８）
近畿大会出場（1回戦惜敗）
◆柔道
（大塚）個人戦 第２位
※県大会出場（1回戦惜敗）

◆吹奏楽部
県吹奏楽コンクール予選中学校小編成の部
「LEGACY」を好演 銀賞

２ 年 生 の 職 場 体 験 が ７ 月 ３ 日（ 水 ） ～ ９ 日 （ 火 ）
の土日を除く５日間行われました。梅雨の時期でし
たが、大雨にも会わず無事に終えることができまし
た。ご協力いただきました事業所、また保護者の皆
様ありがとうございました。生徒の事業所の方への
作文を紹介します。
私は今回の職場体験学
習で特に印象に残ったの
は「挨拶の大切さ」です。
最初に会社に伺った時に
は、皆さんはきはきと明
るく、笑顔で挨拶をして
くださり、すごいなと思
いました。そして、最初
にまず教えてくださったのも挨拶でした。「挨拶は心
を結ぶ金の鎖」であり、コミュニケーションをとる
大事なものなので、心を込めて挨拶をすることが大
切だと教えてくださったのが一番印象に残っていま
す。
他にも たくさんの ことを
学び、た くさんのこ とを体
験させて もらいまし たが、
どれも将 来役に立つ ことば
かりでし た。この職 場体験
学習で学 んだことを これか
らの生活 に生かして いける
ようにしていきたいです。（２年 宮田大晴）

「びわ認定こども園
ボランティア」
夏休み８ 月１日（ 水）にびわ
認定こども 園でボラ ンティア活
動を行いま した。食 育に関する
絵本を読ん だり、手 遊びをした
りしながら園児と交流しまし
た。

９
月

１
０
月

１２日（木）いのちの日
１３日（金）体育大会前日準備
１４日（土）第７３回体育大会
１６日（月）敬老の日
１７日（火）振替休業
１８日（水）巡回相談、文化祭取組スタート
２０日（金）滋賀県中学校英語弁論大会地区予選
２５日（水）環境学習会
２８日（土）ヨシ行けどんどん作戦
ロードトレイン（吹奏楽部発表）
２９日（日）スポーツ体験交流会
５日（土）文化祭
６日（日）英検１次
７日（月）振替休業
１０日（木）小中連携中学校体験
１ １ 日 （ 金 ） い の ち の 日 ・ 交 歓 ｽﾎﾟｰﾂ大 会 （ 卓 球 ）
１４日（月）体育の日
１８日（金）秋季大会・市吹奏楽祭
２２日（火）即位礼正殿の儀
２５日（金）中間テスト

