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『これからの信更町について考える 互いに尊敬しあえる社会を目指して』 

                          信更小学校六年 西村 京之助 

 先月二十一日の信更☆夢祭りでは全校の皆さん、保護者地域の皆様多くの方々がご来場ご参加いただき、

まことにありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。 

 今年の「信更☆夢祭り」は全校の皆さんや地域保護者の方々に楽しんでもらえるように遊びや遊び方を自

分たちで考えました。信更☆夢祭りは信更小になって初めて行った、児童会のお祭りです。ぼくたちがやっ

たことをもとに、これから児童会を引き継ぐ五年生がよりよいものを創っていけるように、ペットボトルボ

ーリング、豆つかみ大会、射的、ストラックアウト、魚釣り、校章キーホルダーつくりを六年生の運営委員

で考え生活委員会に提案しました。また、全校遠足や、竹を使って物作りをする道具の時間でふれ合ってい

るたてわり班の三年生以上で一つのお店コーナーを担当しました。信更小学校児童会は、児童会長が生活委

員長を兼ねます。児童会活動は四年生以上で行っています。そこで生活委員会の人に提案をし検討後、なか

よし学級へ連絡をしてもらいました。三年生以上で、準備の時間をとり、看板作りや、ルール作りをし、試

しにやってみました。また、信更☆プレ夢祭りと称して三年生以上で前半・後半お店を担当する人と低学年

と一緒にまわる人を決め、短い時間でしたが実際にスタンプカードをもってお店をまわってみました。 

合同音楽会もあり、限られた時間と限られた人数の中でしたので、本当は音楽会のようにお世話になった

地域の方々に招待状を出したかったのですが今回は、宮下重敬先生はじめ公民館の「菊の学園」で六年生が

お世話になった方々にしか出せませんでした。でも、たくさんの地域の方々が来校し、児童会祭りを盛り上

げてくださり、来年一年生になる小林栗守くんも楽しんでくれた。 ふりかえってみると、初めて児童会に

出会ったのは一年生の時に、四,五,六年生が、朝、教室のドアをあけて、大きな声で声をそろえて挨拶をし

たり、お昼に放送を流したりしていたことでした。そして、気がついた時には、4 年生で当番活動をやるん

だと思っていました。挨拶のひびき合う学校にしよう、学校がより楽しくなるような児童集会にしよう、休

み時間に月二回の全校の遊びにしようと、全校のため、低学年のため、信更町のために、やってきたことは、

今、精一杯頑張れる自分にしてくれているなあと思います。「尊敬」という言葉を辞書でひいてみると＜人を

心からえらいと思う事＞と、書いてありました。ぼくが、地域の方々や全校の皆さんに「聞いてくれてあり

がとう」・「見てくれてありがとう」・「やってくれてありがとう。」の気持ちを持っていれば、それがいつしか

自分にかえってきて、「尊敬し合う」という関係が広がっていくのだと思います。 

 ぼくたち六年生は、あと六十五日で卒業です。一日一日を「ありがとう」の気持ちで大切に過ごし、小学

校生活を悔いのないものにしたいです。ぼくたちを、これからも見守っていてください。また、信更小学校

をこれからもよろしくお願い致します。 

平成 29 年度 人権教育啓発標語  

本年度は信更中学校から提出いただき、人権教育促進委員会委員の皆さんの審

査を経て次のとおり決定しました 

【最優秀作品】 

 あいさつは 心の扉を 開く鍵   １年 中澤 樹
いつき

 

【優秀作品】 

 かけてみよう あなたのひと言 救いだよ  １年 畠山 虹
なな

美
み

 

 あいさつは 心をつなぐ いい言葉    ２年 小林 壮
そう

真
ま

 

 なくそうよ みんな悲しむ いじめをね  ２年 小柳 玲
れ

海
み

 

 思い合う それが平和の 近道だ   ２年 竹内 賢
けん

太
た

 

 生まれるよ 君の言葉で スマイルが  ３年 跡部 万瑠伊
ま り い

 

 あいさつで 広がる世界 輝く笑顔   ３年 森山 舞
ま

南
な

 

 

最優秀作品は啓発チラシとして全戸配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人権を尊重し合う信更地区市民の集い」 

       （信更地区人権住民集会）56 名参加 
平成 29年 12月 2日（土）に住民自治協議会教育文化部会、

人権教育促進委員会、社会を明るくする運動推進委員会及び
長野市立信更公民館主催による「信更地区人権住民集会」が
56名の参加により開催されました。 
中学生 2 名による学校での人権教育の取り組みの発表、元保

護司として活躍された山田恭三氏による「『比べない』『誰も置いて
いかない』社会の実現を目指して」と題した講演が行われ、参加者
は熱心に耳を傾けました。会場には、今年度標語選出校となって
いる信更中学校の啓発標語も掲げられ、差別のない信更を目指
して人権尊重をアピールしました。 

平成 30年 1月 31日発行：信更地区住民自治協議会 

 

『これからの信更町を育てる 互いに尊敬しあえる社会を目指して』 

                       信更小学校六年 松本 琉聖 

 ぼくの初めての菊との出会いはたぶん小学校一年生の時だったと思います。五・六年生が菊を育て、音楽

会の時かざっているのを見て、五・六年生になったら菊を育てるんだなあと思っていました。 四年生の時、

五・六年生が高原学校や社会見学などでいない時、ぼくたちが水くれをまかされました。大事な仕事をまか

されうれしかったのを覚えています。その時は、菊の芽にそっと水をあげました。 

 六年生になって、菊を育てたら思っていた以上に大変でした。挿し芽をしたばかりの菊は、水のくれかた

や光のあて方、風通しなど三週間くらい毎日、葉の様子を見ながらお世話するのは大変でした。しかも、中

鉢から大鉢に、しっかり根が張るように植えかえしなければなりません。そして、たくさんの水を必要とす

る菊の土は水はけがよくなければいけません。 

 ぼくたちは、宮下重敬先生から菊を育てるための資料をいただきました。挿し芽のしかたや菊の土の作り

方を教えてもらいました。重敬先生は長い間菊を育てているので、音楽会に美しい大輪の菊が咲くために、

いつどのようにさし芽をすればいいのか、肥料は、いつ・どんな肥料を・どのくらい・どのようにあげるの

か詳しく教えてくださいました。 

 菊の学園は全部で四回ありました。ぼくの班は三班で島田幸春さんと田中はま江さんと一緒でした。島田

幸春さんは挿し芽を土にさすとき竹の棒に書いてある線を「この線だよ。」とやさしく教えてくれました。

そしてぼくは思いました。菊の芽は、穴も穴と穴の間の長さも正確に測る事が大切だ。そして、菊はこんな

に大切にされているからこそ、元気に育っていくと。ぼくは、宮下重敬先生や島田幸春さん、田中はま江さ

んが大切に菊を育てる姿を見て、「菊の心がわかる人間になれ。」と、言われているような気がしました。 国

語で学習した「やまなし」の作者、宮沢賢治さんも「いねの心のわかる人間になれ。」と、言っていたから

です。宮沢賢治さんは、「人間も動物も、たがいに心が通い合うような世界が夢でした。そして、「実際に自

分も農民になって、自分で耕しながら人と話さなければ。」と、農業技術を教えました。 

ぼくが考える「互いに尊敬しあえる社会」とは、「菊の心がわかる人間になる。」と言うことだと思います。 

ぼくたち六年生は、宮下先生や地域の方と菊を育てながら、ぼくたちも、菊と同じように大切に大事に、育

てていただきました。 

 ぼくの将来の夢はサッカー選手になることです。くじけそうになった時は、いつも、「菊の心がわかる人

間になれ。」を思い出してがんばります。こんどは、サッカーを通して互いに尊敬しあえる社会にしていき

たいです。応援よろしくおねがいします。 

信更人権住民集会たより 
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信更中学校人権教育学習について 

          信更中学校 校長 広川芳守 

信更中では 

① 言語活動を通して養う自己表現力 

② チャレンジ信更学と題する信更学 

③人権教育の核となるすずらんプラン 

3本の柱をすえて学校づくりを進めている。 

すずらんプランでは人権生徒集会を 6月に行い 11月には人権に関する人権月間を行う。 

「自分から」というスローガン実現に向けた日常生活の振り返り等、生徒が中心となって行うことが本校の特

徴。一人ひとりが活躍し、全校生徒が主人公となる生徒会となって取り組む。 

人権教育運営計画 

１ 指導の重点 

学校教育における人権教育を通してあらゆる差別や人権問題についてその不当性に気づき、自らの課題とし

て豊かな人権感覚と実践力を持った生徒を育てる。 

① 近にある差別や偏見をなくすため、認め支え合うことのできる豊かな実践を積み重ね、互いに高め合え

る学級集団を作る。 

②部落差別の不当性を正しく理解し、自分の問題として捉えることで互いに人権感覚を磨く力を育てる。  

③差別や偏見を見抜き、それを許さない態度を育成する。 

２ 人権教育強調月間 

6月・11月に 1か月間ずつ行う。6月は人権生徒集会を中心に、11月はクラスごとで部落差別の人権の学習

を中心に行う。 

6月 前期人権教育月間実施計画について 

１．ねらい いじめ問題について、生徒会長の話や資料を基に考えたり、「信更中学校人権宣言」を基に自

分たちの生活を見返したりすることを通して、いじめをしない、いじめを許さない学校・学級を作るために自

分は何ができるかを考える。さらに一人一人の違いを認め合い、互いの人権を尊重し合えるような仲間づくり

について前向きに考えることができることを目指す。 

２．ねらいを達成していくための主な手だて 

アンケートの実施と取りまとめを通して、現状についての理解を図る。 

① 生徒会とタイアップして、生徒が自らの問題を考えて解決していくという取り組みを進める。 

②ビデオなどの資料を通して、身近ないじめ問題について関心を高めると共に、実践的態度を育成する。 

11月 後期人権教育月間 

１．ねらい 

11 月を後期人権教育強調月間と位置づけ、集中的・系統的に人権教育の学習に取り組み、部落差別の問

題についての正しい理解を深め、自他の人権を尊重する意識と実践力を高める。 

２．指導内容 

部落差別についての学習、道徳・学活の時間を使って学習する。 

人権教育講演会 11月 3日（金）命の大切さについての講演会 

講師 中村美幸先生 

演題 「自分も人も大切にするために」~天使になった子どもたちが教えてくれたこと～ 

信更中学校人権教育学習を広川校長先生と生徒会正副会長にご紹介いただきました 

広川校長先生の信更中学校人権教育学習

の紹介を受けて、実際に信更中学校生徒が 6 月

に中心となって行った人権生徒集会での発表を再

現していただきました。 

発表者は生徒会長の跡部万瑠伊さん、副会

長の小林優海さんのお二人です。 

この発表の一部をご紹介します。 

信更中学校人権宣言を紹介します。 

信更中学校生徒会では平成 21 年 6 月に人権生徒集会を開き、いじめについて学びました。人権生徒集会

や、全校で行ったいじめについてのアンケート結果から、この信更中学校にも、いじめで苦しんでいる人が

いるということがわかりました。人権生徒集会や、全校で行ったいじめについてのアンケート結果から、こ

の信更中学校にも、いじめで苦しんでいる人がいるということがわかりました。そして、いじめをなくすた

めにはたくさんの「勇気」が必要だということもわかりました。いじめをしてしまっている人は、いじめを

やめる勇気。いじめを受けた人や、周りで見ている人は、いじめをしている人に「やめろよ」、と言う勇気。

しかし、わかっていてもなかなか勇気が出せないということもアンケートからわかりました。そこで、いじ

めをしない、いじめを許さない、そんな信更中学校にするために、 

「信更中学校人権宣言」を採択し、全校生徒で勇気を出して、いじめをなくしていくことを約束します。 

第一条 

 信更中学校生徒は、一人一人の違いを認め合い、いじめや仲間はずし、言葉の暴力を許さず、互いの人権を尊重し合います。 

第二条 

 信更中学校生徒は、いじめを見たら絶対に見すごしたり、見て見ぬふりをしたりせず、勇気を出して注意します。 

第三条 

 信更中学校生徒は、いじめを受けた場合には、勇気を出して友達や先生、家族などに相談します。 

第四条 

 信更中学校生徒は、人権を無視する行為が起きた場合には、全校の生徒や先生方と力を合わせて問題を解決します。 

第五条 

 信更中学校生徒はいつも周りにいてくれる友だち、先生方、家族などへの感謝の気持ちを忘れず、互いに尊重し合います。 

第六条 

 この宣言に基づいて毎年６月に自分たちの生活を振り返り、いじめをしない、させない、許さない信更中学校にしていきます。 
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『これからの信更町を育てる 互いに尊敬しあえる社会を目指して』 

                       信更小学校六年 松本 琉聖 

 ぼくの初めての菊との出会いはたぶん小学校一年生の時だったと思います。五・六年生が菊を育て、音楽

会の時かざっているのを見て、五・六年生になったら菊を育てるんだなあと思っていました。 四年生の時、

五・六年生が高原学校や社会見学などでいない時、ぼくたちが水くれをまかされました。大事な仕事をまか

されうれしかったのを覚えています。その時は、菊の芽にそっと水をあげました。 

 六年生になって、菊を育てたら思っていた以上に大変でした。挿し芽をしたばかりの菊は、水のくれかた

や光のあて方、風通しなど三週間くらい毎日、葉の様子を見ながらお世話するのは大変でした。しかも、中

鉢から大鉢に、しっかり根が張るように植えかえしなければなりません。そして、たくさんの水を必要とす

る菊の土は水はけがよくなければいけません。 

 ぼくたちは、宮下重敬先生から菊を育てるための資料をいただきました。挿し芽のしかたや菊の土の作り

方を教えてもらいました。重敬先生は長い間菊を育てているので、音楽会に美しい大輪の菊が咲くために、

いつどのようにさし芽をすればいいのか、肥料は、いつ・どんな肥料を・どのくらい・どのようにあげるの

か詳しく教えてくださいました。 

 菊の学園は全部で四回ありました。ぼくの班は三班で島田幸春さんと田中はま江さんと一緒でした。島田

幸春さんは挿し芽を土にさすとき竹の棒に書いてある線を「この線だよ。」とやさしく教えてくれました。

そしてぼくは思いました。菊の芽は、穴も穴と穴の間の長さも正確に測る事が大切だ。そして、菊はこんな

に大切にされているからこそ、元気に育っていくと。ぼくは、宮下重敬先生や島田幸春さん、田中はま江さ

んが大切に菊を育てる姿を見て、「菊の心がわかる人間になれ。」と、言われているような気がしました。 国

語で学習した「やまなし」の作者、宮沢賢治さんも「いねの心のわかる人間になれ。」と、言っていたから

です。宮沢賢治さんは、「人間も動物も、たがいに心が通い合うような世界が夢でした。そして、「実際に自

分も農民になって、自分で耕しながら人と話さなければ。」と、農業技術を教えました。 

ぼくが考える「互いに尊敬しあえる社会」とは、「菊の心がわかる人間になる。」と言うことだと思います。 

ぼくたち六年生は、宮下先生や地域の方と菊を育てながら、ぼくたちも、菊と同じように大切に大事に、育

てていただきました。 

 ぼくの将来の夢はサッカー選手になることです。くじけそうになった時は、いつも、「菊の心がわかる人

間になれ。」を思い出してがんばります。こんどは、サッカーを通して互いに尊敬しあえる社会にしていき

たいです。応援よろしくおねがいします。 

信更人権住民集会たより 


