
 

2 学期が始まりました～「正解のない問いに答えを出す力」「自分で考える力」を～ 

                               校長 谷本 正弘 

９日間という短い夏休みでしたが、約束通り、事件や事故に巻き込まれることなく、健康と安全に気をつけ、

元気に夏休みを過ごしてくれたことをうれしく思います。 

 １学期終業式に、中国の哲学者である老子と弟子の問答について、私から次のような宿題を出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夏休みのしおり」に生徒の皆さんが自分なりの考えを書いてきてくれましたので、一部を紹介します。 

・自分が生きる上で、絶対に必要なものは少しあればよいので、たくさんのことを望んだり欲したりするの

ではなく、一つのことを大切にすることが人生において大切である。 

・人生とは自分が生きている時間や経験のこと。 

・人生とは当たり前のことが当たり前じゃなくなること。なくなったとしてもヘコまず楽しく生きること。 

・皆ができて当たり前、持っていて当たり前のことが、自分にはできなくても、持っていなくても生きてい

くことができる。自分のマイナス面ばかりを見るのではなく、プラス面（自分ができるもの、持っている

もの）に目を向けて楽しんで生きていくことができれば、それで十分だ。 

・人生とは一人一人違う道を歩むこと。人生において成功したり、何かを成し遂げたり、時には失敗したり

…様々なこと（予期せぬこと）が起こる。それが人生だと思う。 

 

実は、私が出題しました問答は、作家の五木寛之さんが書かれました『大河の一滴』という書籍の中に、出

てきます。このあと弟子は、去っていく老子に向かって、次のように叫びます。 

「歯は強くて硬いが、やがて一本も残らなく抜け落ちてしまう。しかし、柔らかい舌は変わりなく口の中で

なお生命とともに生きて働いている。つまり、大事なものは外見が美しく強いことではない。むしろ、柔らか

くて頼りなげなものこそ、本当は強く長く生き続けるものだ。人間や世界の真実もまたしかりである。先生、

答えはこれでいいのでしょうかー」 

これに対して老子の答えはありませんでした。弟子は、今まで師匠である老子の答えを聞こうとばかりして

きて、自分の頭で真剣にものを考えたことがなかったようです。だから老子は、あえて答えを出さなかったの

かもしれません。著者の五木寛之さんが語られています。「答えは人それぞれであり、その考える時間こそが

大切」と。つまり、「答えはなし」。「色々な考えがあってよい。皆さんが考えたことすべてが答え」、とい

うことです。 

一生懸命自分の考えを書いてくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。 

 

三田市立けやき台中学校 

第8号 

令和 2年 9月 1日 けや中だより 

弟子 「先生、人生（の本質）とは何でしょうか」 

老子 自分の口を大きく開け、口の中を指さしながら、「どうだ、わかったか」 

弟子 「いいえ。何もわかりません」 

老子 もう一度口を開け、「歯はあるか？」 

弟子 「いいえ。先生はご老人なので歯は一本も残っていません」 

老子 「では、舌はあるか？」 

弟子 「はい。もちろん舌はございます」 

老子 「よし」とだけ言って、去って行きました。 

師匠である老子は、弟子に対して「人生とはどういうことだ」と言いたかったのでしょうか。 



さて、私たちはコロナの危機的状況に直面し、社会全体で乗り越えようとしています。このような予測困難

な時代、経験したことがない時代を生きるには、「正解のない問いに対して答えを出す力」「自分で考える

力」が大切だと言われています。困ることも失敗することもなく、自分で考えることもせずに、指示通りにす

ればよい、いつも通りにすればよい時代ではなくなっているのです。正しい情報を収集して考える。仲間と知

恵を出し合うことを大切にしたいものです。 

 困難を乗り越え、この時代を経験した皆さんは、きっと強く、温かく、想像力豊かな人になると確信します。

夢や希望を持ち、目標に向かって粘り強く取り組んでいきましょう。２学期もけやき台中学校、一丸となって頑

張りましょう。 

 

体育大会スローガン「緊急団結宣言～心は密に」 

8 月27日（木）生徒集会において、生徒会長より上記スローガンが発表され、けやき台中学校体育大会に向

けて各団の団結と、ソーシャルディスタンス（社会的距離）を保ちながらも心は密にして頑張っていこうと、呼

びかけがありました 

生徒応募作の中から「緊急団結宣言」、「心は密に」を組み合わせた、今年ならではの素晴らしいスローガンの

決定です。また、プログラム表紙絵もたくさんの優秀作品がある中、3 年生の作品が最優秀賞に決定しました。

プログラムの出来上がりを楽しみにしておいてください。 

 さて、この度の体育大会には、密を避けるため、テントを34、 

張る予定です。本校のテントだけでは足りませんので、けやき 

台小学校とすずかけ台小学校にもテントを貸していただきまし 

た。早速、運動部の皆さんが暑い中、テントを組み立てたり、 

グランド整備をしたりしてくれました。さわやかな皆さんの姿 

にとても感激をしています。学校のために、さっと動ける皆さ 

んがいることをとてもうれしく、心強く思います。 

また、生徒会役員の皆さんは個人懇談の期間中に、テーマの 

入った素晴らしい横断幕を作ってくれました。3年生も応援リ 

ーダーの皆さんが毎日のように集まって練習や準備をしてくれ 

ました。体育大会を成功させるために、全校生528名の力を結 

集して、素晴らしい体育大会にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラスの言葉を口にすると「叶う」 

プラスの言葉を口に出すと、何という言葉になるでしょう。「かなう」「かなえる」と読みます。夢や希望、目

標をかなえるには、プラスのことを口にすると良いそうです。いろいろな苦しいことがあっても、うまくいかな

いことがあってもプラスの言葉を口にして、どうか辛抱強く取り組んでみてください。きっと前向きに頑張れ

ると思います。各学級、各団の団結を期待しています。 

第３４回体育大会 団編成 

各クラス代表による抽選会を、生徒会がプ

ロ野球ドラフト会議風の「ケヤフト2020」

に動画編集し、８月７日、各教室で視聴し

ました。そのことが、神戸新聞に掲載され

ました。団は次のとおりです。 

赤団  １－５・２－３・２－４・３－１ 

白団   １－１・２－１・３－２ 

青団   １－２・１－４・２－５・３－４ 

黄団   １－３・２－２・３－３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月予定  ※KS（子どものサポーター）SC（スクール・カウンセラー）SSW（スクール・ソーシャル・ワーカー） 

日 曜 行事 給食 ※ 

1 火  123  

2 水  123 KS 

3 木 3年生修学旅行説明会、学習相談、ノー部活 123 SC SSW 

4 金  123  

5 土 丹有新人陸上大会   

6 日 丹有新人陸上大会   

7 月  123 KS 

8 火 体育大会予行 123  

9 水 PTA運営委員会 123 KS 

10 木 体育大会準備、ノー部活 123 SC SSW 

11 金 第34回体育大会 123 KS 

12 土    

13 日    

14 月 体育大会予備日 123 KS 

15 火  123  

16 水  123 KS 

17 木 眼科検診（1年、3-1、3-2）、学習相談、ノー部活 123 SC SSW 

18 金 テスト１週間前ノー部活 123  

19 土    

20 日    

21 月 敬老の日   

22 火 秋分の日   

23 水  123 KS 

24 木 眼科検診（2年、3-3、3-4）、PTA教養部講習会 123 SC SSW 

25 金 中間テスト（5H） 123  

26 土    

27 日    

28 月 新人大会壮行会、教育実習開始（～10/16） 123 KS 

29 火  123  

30 水  123 KS 

 

10 月予定 

3（土）三田市新人大会（～4） 

4（日）三田市駅伝大会 

6（火）専門委員会 

7（水）生徒集会 

9（金）3年生修学旅行（～11） 

12（月）3年生代休（～13） 

13（火）教育相談（～16） 

14（水）PTA運営委員会 

17（土）丹有新人大会（～18） 

24（土）第23回吹奏楽部定期演奏会 

28（水）丹有駅伝大会 

30（金）第34回文化祭 

油断禁物です 

私たちが授業や部活動、学校行

事など、日常の教育活動を無事行

うためには、新たな日常を創り上

げ、新型コロナウイルス感染予防

を徹底していく必要があります。 

様々な機会に手洗いや手指の消

毒を行う。検温などにより健康観

察をきちんと行う。「自分を守り、

人を守り、そしてけやき台中学校

を守る」ために、学校や家庭、外

出先でも改めて感染予防の確認を

お願いします。 

また、暑い日が続きます。熱中

症に「気をつける」だけではなく、

「しっかりと対策」をして、この

時期を元気に乗り越えましょう。 

 

学校衛生サポートスタッフの配置 

8/20に宇杉勉（うすぎつとむ）、8/27に松下知央

（まつしたちひろ）の2名が着任しました。今まで

部活動の後に行っていました、教室や廊下、階段、

トイレ、部室などの消毒作業、トイレ掃除などの作

業を、先生に代わって、午後から夕方にかけて作業

をします。どうぞよろしくお願いします。 

ミストシャワーとスプリンクラー 

 熱中症対策として、体温の上昇を防ぎ、クールダ

ウンをしてもらおうと、南館中央の手洗い場近くに

ミストシャワーを設置しました。また、グランドの

温度上昇を抑えるため水まき（スプリンクラー）も

購入しました。 

体育大会の練習や体育の授業、部活動に有効に活

用したいと思います。 



三田市中学校総合体育大会の代替大会 (8/8・9・10) 結果 

（１）男子バスケットボール部 

けやき台中学校 VS 藍中学校       ４２－２３ で勝利 

けやき台中学校 VS 上野台中学校     ５３－３４ で勝利 

（２）女子バスケットボール部 

けやき台中学校 VS 藍中学校       ３４－３３ で勝利 

けやき台中学校 VS 狭間中学校      ３５－３１ で勝利 

（３）陸上競技部（丹有地区中学校陸上競技選手権大会） 

 （男子）４００ｍ ４位、７位 

    １５００ｍ ６位 

３０００ｍ ４位 

  ４×１００ｍＲ ６位 

     走り幅跳 ８位 

 （女子）２００ｍ ３位 

１００ｍＨ ３位 

     ８００ｍ ６位 

１５００ｍ ７位 

     砲丸投げ ６位 

 

第56回兵庫県中学校学年別水泳競技大会 ／兵庫県中学校新人水泳競技大会(8/22)  

  １年女子５０ｍ自由形 第８位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 


