平成 30 年度

3 月号 (第 308 号)

平成 31 年 3 月 15 日(金)発行
校 長 森 長 弘 美
学校教育目標 「心豊かにたくましく 未来を拓く生徒をめざして」 ①高い知性を磨く ②豊かな感性を培う ③たくましい心身を養う
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（前略）さて、年が明け、世の中では間もなく終わりを迎える「平成」という時代を振り返ったり、懐かしんだりするテレビ番組
や記事を目にすることが多くなりました。平成１５年・１６年に生まれた皆さんは「平成」の半分を生きたことになりますが、記憶
は１０年分くらいでしょうか。しかし、幼児期から小学生・中学生として過ごした１０年は、私たち大人と違って、もしかすると、
皆さんにはもっと長く感じられているかもしれません。人は、歳を重ねるにつれ、月日が速く流れていくように感じるものだといい
ます。この現象は心理学的に説明されていて、「ジャネの法則」と呼ばれ、１９世紀のフランスの哲学者、ポール・ジャネが発案し、
次のように定義されています。
生涯のある時期における時間の心理的長さは、年齢の逆数に比例する。つまり、年齢に反比例する。
これはどういうことかと言えば、５０歳の人にとっての一年は、人生の５０分の１ですが、５歳の子どもの一年は５分の１になる、
というのです。この法則で考えると、５０歳の人の１０年間は５歳の子どもの一年であり、５０歳の１０日は５歳の１日になるそう
です。したがって、皆さんが感じる１０年は長くて、私たち大人にとっての「平成」の３０年は、とても短いことになります。
では、どうして、大人が一年を短く感じるのか。これは某テレビ局の人気番組「チコちゃんに叱られる」でも取り上げられていて、
チコちゃんの答えは「人生にトキメキがなくなったから」でした。
子どもが毎日、見ること、聞くこと、体験することの多くは初めてで、新鮮であり、一つ一つが思い出となって深く心に刻まれて
いきます。
一方、大人の毎日は、何度も何度も見たり、聞いたりしたことの繰り返しでしかなく、ドキドキ、ワクワクする思い、つまり「ト
キメキ」が多いほど、記憶の中の時間や月日は長く感じるのだということでした。
しかし、皆さんが毎日の生活の中で感じるのは、もっと違う感覚ではないでしょうか。
何もすることがなくて退屈な時や、授業に集中できなくてぼーっとしている時などに、何度も時計を見て「まだこんな時間か」と
感じたり、反対に、部活の帰りに友だちと話し込んでしまい「もうこんな時間か、もっと話したかったなあ」と思ったり、先ほどの
法則とは逆の感覚です。
好きなこと、楽しいことには集中して取り組むので時間の経つのも忘れてしまうけれど、嫌なこと、面倒なことには気持ちが向か
ないので時間が進まない。これは、今現在の時間の感じ方であり、先ほどの「ジャネの法則」が示す「記憶の中にある時間の長さ」
とは違うのだということです。
間もなく新しい時代が始まります。「平成」は経済が後退・低迷し、長く不況が続きました。また、東日本大震災や阪神・淡路大震
災など、「平成」には多くの災害が起こり、今もなお、その爪痕が深く残る地域があります。しかし、インターネットの普及に代表さ
れるように、情報通信を中心とした科学技術が飛躍的に発展し、人工知能を持つロボットが誕生するなど、次の時代につながる光も
見えています。これからどんなことが生まれるのか、何があるのか、楽しみであるとともに、貧困や争いが無いように、どうか人々
が幸せに暮らせる時代でありますようにと願うばかりです。
私は今年、５９歳。昭和に生まれ育った私が、平成を生き、今また、新しい時代を見ようとしていますが、皆さんは、その次の時
代、そしてまたさらに次の時代を見ることができる人たちです。自分が住む社会や町で、日本で、世界で、その時代に生まれるもの、
変わっていくものを、幾つになっても興味をもち、心に刻みながらみつめていける人でいてください。
もうすぐ、皆さんはこの前田北中学校を卒業し、それぞれの進路を歩んで行きます。高校、大学、あるいは専門学校と卒業し、社
会に出て仕事に就き、家庭をもち、子どもを育て、いつか、自分の人生を振り返る時があるかもしれません。どうか、それまで生き
てきた月日を長く感じられる人生であってほしいと思いますが、決して辛く苦しいことが多くてそう感じるのではなく、楽しく充実
したことがいっぱいあったから、そう思える人生であるようにと祈っています。
そして、人生の一瞬、一瞬では、何にも興味をもたず、ただ時間の過ぎ行くのを待つだけの生活ではなく、たくさんのトキメキを
感じながら、いつも、どんなことにも力いっぱい、前向きに取り組んでいってほしいと願っています。（後略）

３年生のみなさんへ
仲間を温かく包み込む皆さ
んの雰囲気が、いつも素晴ら
しいと感じていました。
この後、後輩たちが皆さん
の築いた、落ち着いた前田北
中の伝統を引き継いでくれる
ことと思います。
中学校三年間で学び、体験
したことは、長い人生を送っ
ていく上で大きなよりどころ
になることは間違いありませ
ん。そのことを常に念頭に置
き、新しい世界へと雄々しく
旅立ってください。
教頭 駒込 幸則
ご卒業おめでとうございま
す。３年生と過ごした２年間
は「学校生活の主役は生徒で
ある。」という理想像に、確信
を持てた貴重な時間となりま
した。本当に素晴らしい卒業
生です。これからの益々の成
長・ご活躍に期待しています。
お元気で、さようなら・・・・・
伊藤 彰英
感じのいい挨拶、素直な反
応、屈託のない笑い声、切り替
えの速さ、鋭い質問、仲間そし
て年配国語教師をも慮る優し
さ、３年生の授業の一コマで
す。合唱祭での「消えた八月」
「虹」は、私の心の奥に皆さん
の教室の風景と共に刻まれて
います。素晴らしかった。卒業
はまた「はじまり」のとき。前
を見据え、視野を広げつつ、
堂々と進んでいってください。
遠山 洋子
ご卒業おめでとうございま
す。４月の校歌聞かせ隊に始
まり、様々な行事で前田北中
学校をリードしてくれた３年
生。その姿は１，２年生の憧
れでした。新天地での活躍を
期待しています！
二階堂

綾

ご卒業おめでとうございま
す。３年間の中学校生活の中
で多くのことを学び、考えた
と思います。前田北中学校を
リードしてくれた皆さんのさ
らなるご活躍を祈っていま
す。この１年間、ありがとうご
ざいました。
轡田

楓子

教職員からのメッセージ

皆さんと過ごした日々はと
ても幸せで、振り返ると心が
「ほっこり」とする想い出ば
かりです。人のために頑張る
ことができ、優しさに溢れて
いる３年生が大好きです。
これからも素直で、誠実で、
笑顔あふれる温かい人でいて
ください。自分に自信をもっ
て、いつまでも輝き続けるこ
とを願っています。ご卒業お
めでとうございます。
山根

康広

ご卒業おめでとうございます。
一年間という短い間でした
が、皆さんと過ごした時間が
とても楽しかったです。いつ
も明るく元気で賑やかだけれ
ど、授業中は一生懸命取り組
む、そんな「やるときはや
る！」な皆さん、本当に素晴ら
しい先輩でした。これからも
応援しています。素敵な大人
になってくださいね。
畔川

由佳

3 年間、みなさんのそばでそ
の毎日を見守ることができ、
心から嬉しく思います。体も
大きくなりましたが、それ以
上に心の成長が感じられ、こ
の先のみなさんを支えてくれ
る 3 年間だったと信じていま
す。この先色々なことがある
と思いますが、どんな困難も
笑顔と少しの勇気で乗り越え
る人であってくださいね。
芳村 ひとみ

ご卒業おめでとうございま
す。3 年間、授業や委員会、生
徒会活動や部活動で皆さんと
たくさん関わることが出来ま
した。3 年間がこんなにも短い
とは思いませんでした。皆さ
んの魅力が、私にそう思わせ
てくれたのだと思います。そ
れでは、お元気で。
平林

ご卒業おめでとうございま
す。短い時間でしたが、楽しく
授業をすることができまし
た。ありがとうございました。
寂しくなりますが、応援して
います。これからも、仲間と支
え合いながら、自分で決めた
道をまっすぐに進んでくださ
い。
深村 洋亘

ご卒業おめでとうございま
す。行事や委員会活動で、５
組のことまで気にかけてくれ
たことに感謝しています。修
学旅行先からの絵ハガキが届
いたときは、とても嬉しかっ
たです。これからは自分の夢
に向かって前進していってく
ださい。応援しています。
菅原 千恵

ご卒業おめでとうございま
す。明るく大きな声、行事や
委員会、授業、廊下で皆さん
から元気をたくさんもらいま
した！ありがとう。
新たな出会いを楽しみに、
そして、自分を大切に過ごし
てくださいね！
岩渕 春美

千葉

中学校という一つの区切
りを終えて、大きく未来に向
かって羽ばたく皆さんをこ
れからも応援していきます。
行事で見せた最高の笑顔と
一緒に３年間過ごした仲間
を大切に。そして、これから
も感謝の気持ちを忘れずに。
卒業おめでとうございます。
今渡

基成

拓磨

北中体育の日、こもれびの日、
部活動、委員会のどれをとっ
ても後輩に優しく接してくれ
るすばらしい先輩でした。１、
２年生の皆さんは卒業生の気
持ちを受け継いで、立派な前
田北中にしてくれますね。卒
業生の皆さんも健康に気をつ
けてすごしてください。
八子 正人

ご卒業おめでとうございま
す。
新しい季節、新しい風、新し
い光。
新しい世界の中で、ご活躍
を！

皆さんと一緒に過ごせた
のは 1 年間だけでしたが、や
はり合唱祭が一番心に残って
います。すごく意欲的に取り
組む姿に感動しました。卒業
式での合唱もきっと素晴らし
いものになることでしょう。
それぞれの進路先におい
ては、中学校で培った力を大
いに発揮して、人間性豊かな
人になってほしいです。
浜坂 幸江

３年生の皆様、卒業おめでと
うございます。
これから未来への素敵な人生
の門出です。目指す目標に向
かって楽しく頑張ってくださ
い。

敏朗
高井

隆

ご卒業おめでとうござい
ます。皆さんと過ごした時
間を思い返すと、最高の笑
顔と、同じだけ真剣な表情
も思い出されます。後輩た
ちに素敵なお手本をたくさ
ん示してくれて、ありがと
う。共に過ごした仲間の存
在や前田北中学校での思い
出が、これからの皆さんの
支えとなりますように。
山下 佳奈
これからも素敵な出会い
がたくさん待っています。
勇気を出して、新しい一歩
を踏み出してください。
ご卒業おめでとうござい
ます。

池部 美穂子
Greeting to all
I would like to thank all the
3rd grade students. It has
been an amazing year.
Enjoy the next stage of your
journey.
3 年生の皆さん、今まであ
りがとうございました。一
緒に過ごした 1 年は素敵な
年になりました。新たな旅
を楽しんでください。
マーク先生

