
 

「ビニール傘」 

校長 田代 雅規 

先月の台風のときに、折りたたみの傘が壊れてしまいました。娘にプレゼントされた大切な傘

だったので、修理に出しました。修理代金は、3000円近くかかりました。 

 そんな時、海外の街角を紹介するテレビ番組で、パリにあるフランスでたった一軒の傘修理専

門店を取り上げていました。お洒落な工房では、骨董品と呼べるような古い傘を、その高度な技

術と膨大な部品のストックを使って、まるで新品のように直していました。パリジャンのものを

大切にしようとする精神とそれを支えるプロフェッショナルの技に感心しま

した。 

 私が子供の頃は、まだ地元にも傘屋さんがあり、傘の修理をしていました。

最近では、商店街の中で傘を売っているお店も少なくなり、もっぱら傘を売

っているのはコンビニエンスストアという感じです。そこで、洋傘の値段の

変遷を調べてみました。 

 1950 年代、洋傘の平均価格は 905 円でした。それが約 60 年後の 2012 年、

平均価格はほとんど変わらず 1054 円で約 1.2 倍になりました。当時の物価と比べるためにサラ

リーマンの初任給で計算すると 60 年前の洋傘１本は、今の３万円から４万円の価値があったと

いうことが分かりました。 

しかし傘は、その後の 60 年間で機械による大量生産が可能になり、金銭的な価値が下がって

きたのが分かります。最近では、100円ショップでビニール傘を売っているお店もあります。 

 一方でビジネスの本には、「ビニール傘が傘立にいっぱいつまっている会社は、すぐに倒産す

る。」という定説があるそうです。安価だからと言って、ものを大切にできない会社は、お客さ

んからも信頼されないということなのかもしれません。放課後に、上中の学校の傘立てを見ると、

名前のないビニール傘が何本も置いてあります。ビジネスの世界も学校も同じで、ものを大切に

できない人は周りの人からも信頼されないのではないでしょうか。 

年末からお正月にかけて、プレゼントやお年玉で生徒の金銭感覚もゆるみがちになります。た

とえ、金銭的な価値は変化しても、上中生には、ものが本来もっている道具としての価値は変わ

らないことをしっかりと理解し、ものを大切にできる人になって欲しいと思います。 
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道徳授業地区公開講座 「What’s communication ?」 

12 月 13 日（土）道徳授業地区公開講座を実施しました。２校時に実践コミュニケーション研究所

所長の西田 弘次 氏をお招きしての講演会、そして３校時は「より良い人間関係を構築するために」

を題材に道徳の授業を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の感想には、命の大切さ、親や自分を支えてくれているまわりの人への感謝の気持ち、そして

精一杯に努力していこうという意欲が、作文用紙いっぱいにあふれ出るように綴られていました。 

一人一人の心に深く響くたくさんのメッセージを西田先生からプレゼントしていただきました。 

 ①コミュニケーションをキャッチボールに例えるなら、相手に届きやすいボールを投げようとする

こと、相手が投じたどんなボールでも受け取ろうとすることが大切です。 

②五感すべてでメッセージを受け取ります。距離や視線、服装や髪型さえも関係作りに影響します。

人を見た目で判断してはいけないが、人は見た目で判断してしまうものです。 

③One can’t not communicate! あなたは常にまわりにメッセージを発しているのです。 

④上中で将来の夢に向かって学び、生活できることは、奇跡的な巡り会わせで得られた恵まれた環

境です。命を活かしてください。「○○ばか」が付くほどに一所懸命になってほしいと思います。 

⑤君はなぜ立ち上がったの？答えはあなたの中にあります。自らの意思で立ち上がったのです。 

⑥「自ら立ち上がり、扉を開けることができる」自主性を育てることが大切ではないでしょうか。 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトボール部が 11 月 21 日（金）に練馬区
役所を表敬訪問し、教育委員会教育長 河口 浩 
先生に東京都大会優勝の報告をしました。 
♔春季：都大会ベスト４ 
♔夏季：ブロック大会優勝、都大会優勝、関東大会ベスト８ 
♔秋季：ブロック大会準優勝、都大会ベスト８ 

＊＊＊＊＊＊ バスケットボール部＊＊＊＊＊＊ 
♔練馬区民大会男子決勝トーナメント 

１回戦 対 豊玉中        50-33 
２回戦 対 大泉学園中    33-92 

♔練馬区中学校総合体育大会（新人戦） 
男子１回戦 対 練馬中           55-27 

２回戦 対 早稲田高等学院中 74-51 
３回戦 対 石神井西中       37-97 

女子１回戦 対 関中           18-52 

＊＊＊＊＊＊ ソフトテニス部＊＊＊＊＊＊ 
♔練馬区民大会  
男子１回戦 対 石神井西中       ２-１ 

２回戦 対 中村中      ０-３ 
女子１回戦 対 豊玉中           ３-０ 

２回戦 対 南が丘中      ０-３ 
♔練馬区中学校総合体育大会（新人戦） 
男子予選二次 対 開進第一中     ０-３ 

対 大泉北中    １-２ 
対 中村中     ２-１ 

女子予選二次 対 光が丘第二中  ０-３ 
       対 大泉北中    ０-３ 
       対 開進第二中   ２-１ 
個人男子 早川・石野ペア     ベスト 16 
     香渡・石津ペア     ベスト 16 

♔東京都中学校総合体育大会（新人戦 団体） 
男子１回戦 対 武蔵村山第五中   ２-１ 
  ２回戦 対 椚田中      ２-１ 
  ３回戦 対 深川第八中    ０-３ 

♔練馬区中学校学年別大会 
 男子２年生の部 香渡・石津ペア  ベスト 16 
         早川・石野ペア  ベスト 16 
 女子２年生の部 石原・荒井ペア  ベスト 16 
 男子１年生の部 入江・石井ペア  ベスト ４ 
         田代・小野ペア  ベスト 16 

＊＊＊＊＊＊ バレーボール部  ＊＊＊＊＊＊ 
♔練馬区民大会              ５位 
♔練馬区中学校総合体育大会（新人戦） 10位 
♔第３ブロック中学校秋季大会   ベスト 16 

＊＊＊＊＊＊  剣 道 部  ＊＊＊＊＊＊ 
♔東京都中学校総合体育大会 
男女団体、個人（尾崎綾音さん）出場 

♔第３ブロック中学校夏季大会女子団体 ３位 
♔練馬区民大会中学女子 及川由貴奈さん３位 
♔練馬区中学校総合体育大会（新人戦） 
 女子団体             優勝 
♔第３ブロック中学校秋季大会女子団体 ３位 
♔東京都中学校総合体育大会（新人戦） 
女子団体出場 

ベスト 16 

（４位） 

＊サッカー部、卓球部、新体操部も各大会にて活躍＊ 

ト ピ ッ ク ス 

❁演劇部 練馬区連合演劇発表会参加 
❁華道部 学校華道インターネット花展出展 
❁茶道部 かみしゃくキッズあきまつり参加 
❁合唱部 ＮＨＫ学校音楽コンクール東京都

コンクール参加 
❁美術部 各種ポスターコンクール出展 
❁吹奏楽部 
吹奏楽コンクール東日本大会 銀賞 
マーチングコンテスト東京都大会 銀賞 
練馬区連合音楽会、銀座ゴールデンパレード
等参加、地域・近隣福祉施設の訪問演奏、 
地域の祭りやイベントにて演奏 
どの部も学校内や地域で積極的に発表

活動に取り組んでいます。 

演劇部校内発表会 

 

❂国税庁・全国納税貯蓄組合連合会「中学生
の『税についての作文』」入選 
練馬西納税貯蓄組合連合会優秀賞 
尾﨑友美さん「もし税金がなかったら」 
中野櫻子さん「税の重要さ」 

❂練馬西間税会「税の標語」入選 
優秀賞 安在勇人君 
「未来への 日本を支える 消費税」 

佳 作 小泉妃南子さん 
「被災地に 明るい笑顔を 税金で」 

✿東京都産業教育振興会教育功労者表彰 
本校 永川祐助 主任教諭が技術家庭科教育
の功績が顕著として表彰されました。 



 バーバル ＆ ノンバーバル コミュニケーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お知らせ掲示板 

【１月の予定】 

１月 ７日（水）冬季休業日（終） 
１月 ８日（木）学校朝会 
１月 ８日（木）給食（始） 
１月 ８日（木）校内書初展（始） 

１月 10日（土）土曜授業 

１月 21日（水）スキー保護者会 
１月 23日（金）「ねりま小中一貫 

教育フォーラム」 
１月 31日（土）土曜授業 
１月 31日（土）校内作品展 

 

学校図書館は室中も廊下もクリス

マス仕様。学校図書館支援員の池田

さん、保護者と地域の図書ボランテ

ィアさんからのプレゼントです。 

いつも読書に親しむ環境づくりに

心を配ってくださっています。 

そして、今年も恒例の図書ビンゴ

のイベントが開催されました。たく

さんの生徒のビンゴ達成を支えよう

と工夫を凝らした掲示には言葉以上

のメッセージが込められています。 

読書を通したコミュニケーション

をぜひ深めていって欲しいです。 

 

ものを大切にすること、それ

は人を、命を大切にすること。 

ものにはそれに携わった人の

想いや営み、その人の人生が詰

まっています。 

目に見えるものが全てではな

く、そこからさらに深い人と人

とのつながりに想いをはせてほ

しいと思います。そして、感謝

の気持ちを大切にする上中生で

いてほしいと思います。 

コミュニケーションは、時間

も空間も越えてつながる命の絆

そのものではないでしょうか。 

１年生の教室にも「ありが

とうの木」が満開の花をつけ

ています。 

11 月 18 日（火）に行われ

た小中合同研究会（校区別協

議会）で、道徳の研究授業の

中で取り組んだものです。 

感謝の花の中には、ものへ

の「ありがとう」が書かれた

ものもありました。 


