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真 野 中 だ よ り 真野中学校 11月号(461)号

＜校訓＞ 立志力行 協力親和 令和元年12月６日発行

教育目標 豊かな人間を目指し たくましく生きる生徒の育成

３つの心 感謝する心 素直な心 努力する心

先生方から講話を聞く２回目を真子先生にお願いしました。皆さんも知っていることと思いますが、

海外青年協力隊、海外日本人学校勤務と、その日その日を無事に生きていくことを必死に考えて生活

しなければならない人たちとともに生活を送った経験をお持ちです。「私たちが当たり前と思っている

日常も、実はとても恵まれた環境なんだ」というお話が聞けると思います。

青年海外協力隊で学んだこと
真子 和哉

以下は、先日生徒の皆さんにお話しした「青年海外協力隊として南米のコロンビアに赴任した時の

話」を加除訂正したものです。

挨拶の大切さ

２か月余りの訓練は、毎朝６時に起きて、３㎞のランニング、朝食、スペイン語の勉強（７時

間）、その他講義、夕食、自学、就寝。印象的だったのは「もし誘拐されたら」という講義です。

「ゲリラに誘拐されたら、生きのびるために３つの事を守ってください」「はい！」「まず、どん

なにまずくても、出されたものは食べてください」「はい！」「次に、希望をもってください」「は

い！」「最後に、挨拶をしてください。危険が最も高まるのが救出時です。軍隊がアジトに踏み込

んだ時、ゲリラたちは、あなたを生かすかどうか考えます。その時に、普段から『おはよう』『あ

りがとう』などを言い、ゲリラたちと良い人間関係を築いていれば逃がしてくれるかもしれませ

ん。しかし、逆の場合は…ためらうことなくピストルの引き金を引くでしょう」「…」

人生を２度生きる

「Vivir para los demas no es vivir a medias...Es vivir dos vecez.」
これは訓練中、スペイン語の先生から贈られた言葉です。意味は「人のために生きることは、

人生を半分生きるのではなく、人生を２度生きることである」です。この時は（いい言葉だな）

程度の理解でしたが、３年後帰国した時には、この言葉の意味を実感しました。

コロンビア人のためにと思って頑張ったつもりですが、３年間で出来たことは結局わずかだっ

たと思います。しかし、逆にコロンビア人から受け取ったものはとても多く、ここに書ききれま

せん。人のために行動すれば、自分の人生が豊かになるのです。

血入りのソーセージ

首都ボゴタの貧しい地区に住む高校生にとって、卒業後の進学や

就職は大変厳しい状況でした。このような子どもたちに、ウニアグ

ラリアという農業大学が「栄養学」「食品加工学」などの知識・技

術を伝えるプロジェクトを立ち上げました。それに私は参加したの

です。通常の授業の他に実習があり、ハムやソーセージ、チーズ等

を作りました。記憶に残っているのは、モルシージャ（豚の血入り
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ソーセージ）を作ったことです。白衣、机、床がすべて真っ赤になり、まるで事件現場のようで

した。味は美味でしたが。

強盗に襲われる

現地に到着し、スペイン語が理解できるまで半年ぐらいかかりました。言葉が分かれば行動範

囲も広がり、海外の生活も楽しくなります。しかし好事魔多し。つい危険な場所に足を踏み入れ、

あっという間に６人の強盗に襲われました。パンチ数十発を顔面や腹部に受けノックダウン。お

金、カメラ、身分証明書等すべて奪われました。パトロールで通りかかったバイクの警官に助け

を求めたところ「ここは、住人の全員が強盗をしても誰も驚かない」…その後、迎えに来てくれ

た仲間が、私の血まみれの顔を見て泣き出しました。泣きたいのは私ですが。

１冊の教科書

ある小学校で、算数の授業を参観しました。足し算の授業だった

と思います。まず、先生が図書室から持ってきた教科書を配ります。

といっても、１人１冊ではありません。５～６人に１冊です。子ど

もたちは机を寄せ合ってグループを作り、１冊の教科書を見つめま

す。次に先生から指示が出ます。「何ページから何ページの問題を

ノートに写しなさい」この作業が延々２０分以上続き、「〇番の問

題を解きなさい」で、ようやく子どもたちは問題に取り組みます。

「がんばれ」って言わないで

ある高校で生徒たちと話す機会がありました。授業の最後に「勉強頑張ってね」と言うと、一

人の男子生徒が手を挙げ「簡単にがんばれって言わないで。僕たちは、勉強したって大学に行け

るわけではないし、就職することだってできない」あの時の生徒の顔を忘れることができません。

コロンビアでは裕福な家庭の子どもたちは大学に行き、就職することもできますが、そうでな

い子は高校を卒業したと同時に路頭（ろとう）に迷います。つまり、生きていくことが困難にな

ります。さて、日本はどうでしょうか…。私は、「日本は夢をもつことがすべての子どもに許され

ている国」だと思っています。もちろん、全ての夢がかなうわけではありません。しかし、貧し

い国のように、生まれた瞬間にすでに人生のレールの大半が敷かれている国とは違うと思います。

サンタは来ない

コロンビアの貧しい地域の親は、クリスマス前に子どもたちにこう言います。「今年もサンタは

来ないよ」と。希望を抱いて、プレゼントをもらえない子どもたちが落胆することがないように。

コロンビアから帰国し、「サンタプロジェクト」という取組を行いました。学校の生徒たちに呼

びかけて、家庭で不要になったオモチャやぬいぐるみなどを寄付してもらい、コロンビアの子ど

もたちに送りました。世界の片隅に思いを寄せる人々がいることを感じてほしい、という目的で。

最後に絵本作家の言葉を皆さんに紹介し、この文章を終わります。よいクリスマスを！

「子どもたちはサンタクロースが実在しないことをいつかは知る。しか

し、心の中でサンタクロースが占めていた空間は彼や彼女の中から消える

ことはない。サンタクロースが体現する、温かい愛情や思いやりを受け止

め、今度は自分が与える側にまわること。そのためのゆとりを１人１人の

子どもの心の中に育むためにサンタクロースは存在する」
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11月の大会成績・活動

リコーダー 新潟県リコーダーコンテスト － 南魚沼市民会館

…………………………二重奏 金賞 「村の休日」より Ａ・Ｂ 【３月 全国大会出場】

五重奏 銀賞 「スペイン組曲」より Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ ・ Ｆ ・ Ｇ

合 奏 銀賞 「世界の５つの都市」より Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ ・Ｆ

・ Ｇ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｈ ・ Ｉ

ソフトテニス

オール佐渡秋季選手権 男子団体 １位

両津インドア大会 ２位 Ｊ ・ Ｋ

バドミントン

中学生新人選手権大会 Ａクラス女子シングルス

３位 Ｌ

女子バスケットボール

新人バスケットボール大会佐渡市予選会 ３位

新潟県読書感想文コンクール

自由読書 佳作 Ｍ

税の作文 佐渡市教育長賞 Ｎ

３年生は、総合学習で社会福祉学習に取

り組んでいます。社会福祉協議会の方から

出前授業で講演を受けたり、お年寄りの模

擬体験をしたりしながら、社会福祉につい

て勉強してきました。また、今までの学習を生かして、１１月２２日（金）に、

「グループホームまの」と「真野の里」に分かれて施設訪問を行いました。ま

た、今年度は、佐渡市社会福祉協議会が行っている一人暮らしの高齢者を中心

にした給食サービスに、真野地区の民生委員さんと一緒に２８日（木）にお弁

当を配る活動にも取り組みました。照れながらもお弁当とメッセージカードを

渡すと、多くの皆さんか

ら喜んでいただきました。

新しい気付きがたくさん

あった活動でした。

１１月２１日(木）午後、来年度入

学予定の６年生を中学校に招き、「体

験入学」が行われました。６年生は

数学と国語の２つのグループに分か

れて体験授業を受けたり、校舎見学をしたりしました。初めて真野中学校の校舎に入ったという児童

もいました。また、６年生に１学年委員を中心に１年生が、パワーポイントや寸劇で中学校の学校生

活について紹介しました。入学を楽しみにしている児童も多く、中学校の理解を深める貴重な体験に

なったと思います。
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リコーダー部が、１１月１３日

(水）「真野の里」、２０日（水）「グ

ループホームまの」に演奏訪問を

行いました。１１月末に行われる

リコーダーフェスティバルに向けて経験を積みながら、

地域の方々に喜んでもらおうという趣旨です。大会に演

奏する曲目だけでなく、一緒に「上を向いて歩こう」「砂

山」など演奏に合わせて一緒に歌ったり、おしゃべりタ

イムを設けたりの交流でした。最後は、「大会頑張って

きてね」という声援もいただきました。

これからの予定
12月の予定 １月の予定（案）

２日(月) 専門委員会、３年実力テスト ７日(火）始業式、確認テスト

３日(火) 生徒会立会演説会 百人一首大会

４日(水) 生徒会選挙・開票 拡大評議員会

５日(木) ８日(水）確認テスト

６日(金) 小中合同挨拶運動 職員会議

７日(土) 男子テニス下越新人戦 11日(土）テニスインドア大会

８日(日) 12日(日）バレー１年生大会

９日(月) 生徒朝会（認証式） 13日(月）成人の日

10日(火) 期末懇談会① 18日(土）ﾘｺｰﾀﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

11日(水) 期末懇談会②、３年保育実習 19日(日）バドミントン団体戦

12日(木) 期末懇談会③ 21日(火）性教育授業

13日(金) 24日(金）入学説明会

14日(土) 27日(月）専門委員会

15日(日) 28日(火）３年三者面談①

16日(月) PTA本部役員会 29日(水）３年三者面談②

17日(火) NRT３教科

18日(水) 冬休み指導 30日(木)３年三者面談③

19日(木) NRT２教科

20日(金) 拡大評議員会 ２月の予定（案）

21日(土) ４日(火）生徒総会

22日(日) 10日(月）３学期期末テスト①

23日(月) 校内球技大会 11日(火）建国記念の日

24日(火) 終業式 12日(水）３学期期末テスト②

25日(水) 冬 休 み 13日(木）サポート委員会

26日(木) 17日(月）22日の代休

27日(金) 御用納め 18日(火）PTA評議員会

28日(土) 22日(土）三送会・PTA総会

29日(日) 23日(日）天皇誕生日

30日(月) 真野地区芸能祭

31日(火) 大みそか ～1/6 24日(月）振替休日

部活動 終了 １７：００ 完全下校 １７：１０ 25日(火）専門委員会


