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夏のカンボジアで感じた平和の大切さ
校長 石上 和宏
長いと思った夏休みもあっと言う間に終わり、
いよいよ 2 学期が始まりました。皆さんにとって
どのような夏休みでしたか。
充実していましたか、それとも暇をもて余して
いましたか。
私はカンボジアに社会科の先生方と視察に行き
ました。現地に 2 泊、帰りは機中泊という慌ただ
しいツアーでしたが、多くのことを学んできまし
た。カンボジアといわれてピンとこない人でもア
ンコールワットいわれると「ああ、聞いたことあ
る」人が多いのではないですか。しかし、世界地
図でサッとさせる人は少ないでしょう。地図帳の
３３ページをみてください。首都はプノンペンと
あります。そして、トンレサップ湖という湖が描
かれています。トンレサップ湖の写真が地理の教
科書３７ページにあります。雨季と乾季の写真で
す。今は雨季なので、水を満々とたたえていまし
た。教科書の写真そのものでした。観光船で水上
生活をしている方の家を訪問しましたが、漁業を
しているとのことで、網が家の横にほしてありま
した。普段の買い物は水上マーケットで行い、購
入できないものをシュムリアップの街に行って買
うそうです。小学校は 2 部制をとっていて、午前
と午後に分かれて通学していました。カンボジア
は 30 年前のポルポト政権のとき、国内が混乱し、
多くの死傷者を出し、多くの地雷が埋設されまし
た。今、地雷除去のために日本の団体も協力して
いますが、なかなか進んでいません。北部と西部
には 400 万から 600 万個の地雷があるといわれ
ています。地雷と知らず、遊んでいた子どもがケ
ガをしたという話もあります。内戦による影響が
今でも多く残っています。戦争は多くの憎しみや
悲しみしか残しません。日本も 70 年以上前に戦
争をしていました。社会科で学習した日清・日露

戦争から続く第一次世界大戦であり、太平洋戦争
です。当時、戦争遂行をしたのは軍部ですが、そ
の背景にはマスコミやそれを支持した国民がいな
かったとはいえません。私たち一人一人が平和の
大切さを忘れずに、二度と戦争をしないようにし
ていかなければいけません。
カンボジアには世界遺産もあります。それはア
ンコールワットやアンコールトム等です。アンコ
ールワットの壁画には、チャンパー（今のベトナ
ム南部にあった国）やシャム（今のタイ）との戦
いが描かれています。また、大きな木が遺跡を飲
み込んでいるような場所もあり、見ごたえがあり
ました。そして、素晴らしいアンコールワットの
修復をしているのが上智大学のチームだと聞き、
嬉しくなりました。日本の大学が海外で活躍・貢
献しているのを見聞きすると嬉しくなります。今
回は、社会科の研究会の視察旅行ということで多
くの学びがありましたが、一緒に参加してくれた
先生方との交流も大事だということを痛感しまし
た。それは、同じものを見ていても、感じるとこ
ろが一人一人違うのです。例えば、アンコールワ
ットを見ても、雨上りのアンコールワットにきれ
いな虹がかかったことに大変喜んだ先生がいまし
た。また、ジャングルの中の遺跡に歴史を感じた
という先生もいました。精巧につくられた石組に
とても関心を示した先生もいました。人それぞれ
です。
皆さんも、２年生の移動教室にはじまり、３年
生の修学旅行と校外に出かけます。多くのことを
仲間とともに学んできてほしいと思います。そし
て、３学期には 1 年生のスキー教室があります。
いずれも仲間とともに深く学ぶ機会となることを
願っています。

第１学年

第３学年
学年主任

新井 博幸

中学生になって初めての夏休みはどうで
したか？小学生の時と違い部活動や、学習
への取り組み方の違いに、戸惑いながらも
計画的に、充実した夏休みを過ごしてくれ
たと思っています。
２学期は、９月に生徒会役員選挙、１０
月は７０周年記念式典、文化発表会、１１
月は定期考査、１２月はスキー教室への準
備も始まります。すべてが初めてのことば
かりですが、いろんなことにチャレンジす
る２学期になればよいと思ってます。
保護者の皆様、三者面談の折には、お忙
しい中、ご協力ありがとうございました。
ご協力に感謝します。
今学期も、ご協力お願い申し上げます。

第２学年

学年主任

村上 祐子

今日から２学期が始まります。夏休みは
どのように過ごしていましたか？それぞれ
と思います。思うように進まなかった人も、
今日から新しい気持ちでスタートしていき
ましょう。
今学期も、修学旅行や７０周年式典、文
化発表会など行事があります。運動会のよ
うにみんなで力を合わせたら、また最高の
思い出ができます。勉強も行事もまじめに
取り組んでいきましょう。
保護者の皆様、休み中の三者面談の折に
はご多用の中、ご協力ありがとうございま
した。感謝申し上げます。２学期は進路選
択の学期となり、面談なども予定していま
す。今学期もご協力をお願い申し上げます。

日本語学級
学年主任

橋本 真紀子

長い夏休みどのように過ごしたでしょ
うか。多くの部活動で３年生が引退し２
年生が主体となって充実した活動を行っ
ていたようです。またじっくり自分の時
間を過ごした人もいたことでしょう。
中学校生活の折り返し地点である２学
期のスタートです。生徒会の中心として
諸活動では先輩として学校をひっぱって
いかなくてはいけない時期です。志村二
中の中核としてしっかり役割を果たして
ほしいと思います。
移動教室、７０周年式典、文化発表会
など大きな行事も続きます。積極的に向
き合い成長の糧となる取り組みを期待し
ています。
保護者の皆様、三者面談ありがとうご
ざいました。今学期もよろしくお願いい
たします。

主任

高橋 仁子

日本語学級の在籍数は現在２１名です。
そのうち本校の生徒は３名です。中国、フ
ィリピン、ネパール、インドネシア、タイ
とつながる生徒たちです。普段は個別学習
をしていますが、
『夏休みの勉強会』は普段
顔を合わせたことがない通級生たちと一緒
に学習する良い機会となりました。日本語
学習、夏休みの宿題、進路に向けての準備
に取り組みました。
日本語を学ぶだけではなく、母国の文化
を本校の生徒に伝えてもらう活動もしてい
ます。その一つとして、自分たちとつなが
る国についてのレポートを書いています。
生徒昇降口（１階南階段前）に掲示してあ
ります。ぜひご覧下さい。
今学期も、通級生たちの日本語学習とと
もに、日本と外国とをつなぐ取組もしてい
きたいと思います。よろしくお願いします。

広島・長崎平和の旅
８月５～７日・８～１０日の日程で、広島・長崎平和の旅に２年生の代表生徒が１名ず
つ参加し、平和について学びました。

広島
２年２組

松田

長崎
理玖

僕は平和の旅に行って「平和とは何か」につ
いて考えました。
１日目。平和祈念資料館へ行きました。僕の
心に強く残った展示物は「核実験を目撃させら
れ、皮膚がんを発症した住民」
という写真です。
この住民の皮膚は，はれ上がっていて、核は目
撃しただけでこんなにダメージがあるのかと衝
撃を受けました。
２日目。記念式典に参列しました。８時１５
分になり、静寂の中に響き渡る鐘の音が心にし
み入りました。また夜になり、灯篭流しを体験
しました。流れている灯篭を見ていると、当時
その数以上の死体が川に浮いていたのだろうな
と思い、とても悲しくなりました。
３日目、被爆体験談を聞きました。資料館に
は残っていない戦後の広島について聞きました。
学童疎開をしていた人たちは、市内にいた家族
を失い戦争孤児になった人が多かったことなど
を聞き、戦争は悲惨だなと改めて思いました。
僕は３日間の体験を通して、平和とはつらい
思いをしている人がいない世界のことだと思い
ました。だから身近なところからつらい思いを
している人を減らせるように努力していこうと
思いました。

２年２組 宮田 有彩
１９４５年８月９日１１時２分、長崎県に原
子爆弾が投下されました。私は長崎平和の旅に
参加して、戦争の恐ろしさや平和の尊さを感じ
ました。
１日目は被爆体験講話で１４歳のとき被爆し
た深堀譲治さんにお話を伺いました。爆心地か
ら１５００メートルまでは、ほとんどの建物が
全壊し、死者は７万人以上でとても被害が大き
かったそうです。深堀さんは、
「核を使わないで
地球を平和にしたい」とおっしゃっていました。
私は原爆が想像以上に恐ろしいものだと思いま
した。また、原爆が落ち、一瞬で多くの人の命
が奪われてしまうのは本当に恐ろしく、当時の
人々の悲惨さが心に残りました。
２日目は平和式典に参加しました。被爆合唱
などから平和を願う気持ちが伝わってきました。
心に残った言葉は「長崎を最後の被爆地に」と
いう言葉です。私はこの言葉を聞いて、もう二
度と原爆が落とされ、被爆する人がいないでほ
しいと思いました。
３日目の長崎原爆資料館では原爆が落ちた時
刻の１１時２分で止まっている時計や原爆投下
後の写真、原爆の被害によって残されたものな
どかが展示されていました。展示されているも
のや写真から、想像以上に原爆投下後の様子は
残酷でとても衝撃を受けました。
私は今回の長崎平和の旅で学んだことがたく
さんあります。長崎を最後の被爆地にするため
に学んだり体験したりして感じた原爆の恐ろし
さや平和の尊さをたくさんの人に伝えていきた
いと思います。そして、深堀さんがおっしゃっ
ていたように「核を使わないで、地球を平和に
したい」と私は強く感じました。

マレーシア訪問
今年度、
板橋区では
『中学生マレーシア訪問』
が実施されました。

２年１組 舩山 稜平
僕は８月２０日～２５日までの間、板橋区中
学生海外派遣事業でマレーシアに行きました。
板橋区内の中学校から１名ずつ計２３名の生徒
が参加しました。４回の事前学習ではマレーシ
アについて学び、
コミュニケーション力の向上、
プレゼン、おみやげの用意などをしました。
事業初日、
僕は初の飛行機に興奮しましたが、
計７時間半以上のフライトでとても疲れました。
２日目、ペナン植物館に行きました。セレモニ
ーをした後、館内を散策しました。山の中にあ
り、囲いもないため、野生の猿も見ることがで
きました。訪問の記念として植樹式を行いまし
た。
スネークツリーという木を僕が植えました。
この木は 40 年ほど経つと６０ｍ位に成長する
木だそうです。いつか成長した記念樹を見に行
けたらと思いました。２～４日までは夕方から
ホームステイ先で過ごしました。そこのお母さ
んは英語がわからず、使っているのは中国語で
した。コミュニケーションに苦労しましたが、
その家に２２歳のお兄さんがいて、日本語を勉
強していたので英語と日本語でやりとりができ
ました。３日目は現地校訪問をし、授業に参加
しました。体育ではポートボールでたくさんの
汗をかきました。多くの生徒と交流し、仲良く
なることができました。４日目はチャイニーズ
ガールズスクールを訪問し、調理実習と中国語
の授業を受けました。５日目の朝、ホームステ
イ先とお別れをし、宗教寺院を観光しました。
クアラルンプールに戻り、
市役所を表敬訪問し、
市長さんと会食をしました。この旅で英語を使
いコミュニケーションをすることや、マレーシ
アの様子や文化を体験することができてたいへ
んよかったです。

２学期の予定
≪９月の予定≫
１日（金）始業式・集団下校訓練
７日（木）連合陸上大会
９日（土）学校公開・学校説明会
１３日（水）移動教室始 （２）
１５日（金）移動教室終 （２）
２２日（金）生徒会役員選挙
２７日（水）修学旅行始 （３）
２９日（金）修学旅行終 （３）
≪１０月の予定≫
５日（木）定期考査Ⅲ
６日（金）定期考査Ⅲ
１４日（土）７０周年記念式典
１７日（火）進路説明会
２８日（土）文化発表会
≪１１月の予定≫
６日（月）三者面談始（３）
１４日（火）三者面談終（３）
１８日（土）学校公開
２０日（月）定期考査Ⅳ 始
２２日（水）定期考査Ⅳ 終
≪１２月の予定≫
４日（月）三者面談始
１１日（月）三者面談終
２５日（月）終業式

