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『もったいない』
校長 田代 雅規
秋と言えば、
「芸術の秋」
「読書の秋」
「スポーツの秋」など色々な秋があります。その中で、
「食
欲の秋」にちなんで、「もったいない」という言葉について話します。先月、来日した国際オリ
ンピック委員会のトーマス・バッハ会長も小池東京都知事との会談の中で、2020 年の東京オリン
ピックの成功にむけて「もったいない」ことはしたくないと語り、予算の削減について理解を示
したと新聞の記事にありました。この「もったいない」という言葉は、どのような時に使うので
しょうか。お金を無駄遣いしてしまったとき、まだ使えるノートやペンを新しいものに取り替え
てしまったときなど、色々な「もったいない」を経験していると思います。
この「もったいない」という日本語を世界に通じる言葉にしようとした人がいます。その人は、
ケニア人のワンガリ・マータイさんという女性です。彼女は、様々な国際会議で「もったいない」
という言葉とその意味を全世界に発信しました。いまや日本以外の国の人も「もったいない」と
いう言葉を使うそうです。現在世界中では、
『１日に 24,000 人』の子供たちが食べるものが無く
て亡くなっています。これは、１時間で約 1,000 人もの尊い命が失われていることになります。
今の日本では、食べ物がなくて命を失ってしまう子供はいないのではないでしょうか。日本では、
お金さえあれば、いつでも何でも食べることができます。その一方で、日本は世界で一番食べ物
を残して捨てている国だとも言われています。まだ食べられる物や食べ残しを入れると１年間で
その量は、国民一人当たり 170ｋｇになるそうです。本当に必要な食料だけを購入する、平気で
食事を残したり、捨てたりしないという「もったいない」精神を発揮すれば、日本の国一つだけ
で、食べ物が無くて困っている全世界の子供たちを救うことができるとも言われています。
学校給食も 10 月分を調べてみると合計して 188ｋｇ（牛乳も含む）が残菜として捨てられてい
ます。特に残菜の量が多かったのが野菜です。わかめの酢の物（32％）、もやしと小松菜のごま
酢（45％）などです。アレルギーや体調が悪く、食べたくても食べられない時もあります。無理
をする必要はありませんが、緑野中の給食も栄養士さんや調理員さんが毎日皆さんの栄養を考え
一生懸命作っています。朝や夜の家庭の食事も家の人が忙しい中で、精一杯作ってくれています。
緑野中生には、作っている人に感謝しつつ、世界中の食べ物がなくて苦しんでいる子供たちに
思いをはせながら「もったいない」という気持ちを大切にして食事をして欲しいと思っています。

学芸発表会（合唱コンクール）

ルネ・小平

11 月７日（月）に今年度は、ルネ小平大ホールで、学芸発表会（合唱コンクール）を
行いました。平日にもかかわらず、多くの保護者及び来賓の方にご参加いただきました。
今回も、合唱練習には大吉先生の他に外部講師として合唱の専門家の田原先生（元中学
校音楽教員）をお招きし、音楽の授業、放課後の練習を行いました。田原先生からは、昨
年以上に取り組む姿勢がよく、どの学年も本当に合唱が上手になっていますと誉められま
した。１年生から３年生まで、それぞれの学年の目標を十分に達成できた素晴らしい合唱
でした。特に３年生にとっては、中学校生活最後の合唱コンクールですので、良い思い出
になったと思います。
１年

自由曲 「明日を信じて」

自由曲

Ａ組 「心の瞳」

Ｂ組 「旅立ちの時
～Asian Dream Song～」

１年Ａ組
２年

Ｃ組 「ＨＥＩＷＡの鐘」

１年Ｃ組

１年Ｂ組

自由曲 「時の旅人」

自由曲

Ａ組 「あなたへ」

Ｂ組 「君とみた海」

Ｃ組 「明日に渡れ」

２年Ａ組

せたいと思いました。
（一部省略）

２年Ｂ組

２年Ｃ組

３年

自由曲 「大地讃頌」

自由曲

Ａ組 「虹」

Ｂ組 「友～旅立ちの時～」

Ｃ組 「信じる」

３年Ａ組

３年Ｂ組

ＰＴＡ合唱

「糸」

３年Ｃ組

他

吹奏楽部演奏 「夢への冒険」

他

ＰＴＡ合唱

吹奏楽部

○優 秀 ク ラ ス 賞

１年Ｃ組「ＨＥＩＷＡの鐘」

◇指揮者賞

２年Ａ組「あなたへ」

西原 優花 さん（１年Ａ組）

３年Ａ組「虹」

坂田 実咲穂

◎最優秀クラス賞 ３年Ａ組「虹」

さん（２年Ｃ組）

越永 璃音 さん（３年Ｂ組）

○とても素敵な学芸発表会でした。２年生は昨年と比べて大幅に成長を感じました。涙が出まし
た。ＰＴＡの発表の時、３年生有志、吹奏楽部のコラボレーションもとても良かったです。
来年、再来年は、私たちもと下級生は思ったでしょう。３年生にとっては、素敵な青春の１ペ
ージになったことでしょう。ホクホクした気持で帰路に着きました。先生方の御指導に心から
感謝しています。
○とても素晴らしい学芸発表会でした。子供たちの歌声には、鳥肌が立つほど胸を打たれました。
「絶対に見に来て！絶対に最優秀賞を取るから」と宣言していた毎日は子供たちにとってとて
も充実した日々だったと思います。ＰＴＡと先生方の素敵な歌や踊りは文化祭のように大いに
盛り上がり、吹奏楽部の本格的な演奏には、心が震えました。少々離れた会場ではありました
が、そんな距離も気にならないほど、充実した内容だったと思います。会場探しに尽力して下
さった先生方に大変感謝しています。早くも来年度の学芸発表会が楽しみです。今後とも御指
導よろしくお願いします。
○先生方お疲れ様でした。本当にありがとうございました。
はじめての学芸発表会でした。「ルネ小平での開催、大変なご苦労もあった事と思いますが、
親としてもあの場所で、観ることができ感謝しております。一言で、表現すると「素晴らしい！
緑野」です。日々の様子をクラス便りで拝見しておりましたが、演奏中のスライドでその様子
を観ることができました。子供たちの様子にも一生懸命さ、そして純粋さが見え、歌っている
姿には、緑野のかつてのイメージをみじんも感じさせない一人一人の姿にとても安心しました。
学年関係なく、歌声が心に染み入り、思わず涙が出ることも多く、心が洗われるようでした。
ＰＴＡコーラスは、観ている方も参加している様な一体感も感じ、「いいなー緑野」って思え
ました。どの学年もみんな素直な子供たちで、先生方も一生懸命に接してくださっているのが、
手に取るように分かりました。大吉先生の講評で、１クラスずつ良く見てくださっていること、
これからのこと、そして音楽を通して作るあげること、クラスごとの課題にも心を打たれまし
た。先生の見事なピアノも聴くことができたのも行って良かったです。先生が言葉につまられ
ていた時、大変なご苦労もあったのだろうと思われました。いつも丁寧な御指導に感謝に尽き
ます。吹奏楽部も一週ごとにどんどんうまくなり、一体感も半端ではなく良くなり、先生と生
徒の太いつながりや信頼感が表れていて、来年は「金賞」さえも取れそうな勢いを感じました。
「チーム大吉」の吹奏楽、どうか来年も再来年もよろしくお願いします。
ただの学芸発表会ではなく、クラスの仲間、目標のあり方、むきあい方、先輩を尊敬する子
供の姿、何とかクラスをまとめたい、どうしたらよいのかと模索していた娘の成長、中学のわ
ずか何ヶ月でこんなにも成長するものだと感動を超えた一日でした。緑野に入れたこと、良か
ったです。娘をこの学校に入学させて、正しかったこと、そしてこのことを今の小学生にも伝
えて、一人でも多く入学させたいと思いました。
（※一部省略させていただきました。）

11 月６日（日）に中野区町会連合会主催の軽可
搬消火ポンプ操法大会が、東大附属のとなりにあ
る南台いちょう公園で行われました。
今年度中学生は、９校が参加しました。緑野中
学校は防災隊（緑野中学校の防災隊は、ボランテ
ィアの生徒を中心に結成しています。）が参加し、
操作ポンプ大会、バケツリレーともに優秀賞を受
賞しました。参加した中学校の中で、最高の成績
でした。

＜軽可搬消化ポンプ操法大会＞

＜バケツ競技大会＞
６人がチーム
となります。

まずは、整
10 個のバケツを

列します。

受け渡します。

ホースを持っ
て走ります。
最後の一人がまと
に水を入れます。

最後は放水
します。
まとに入った水の
量で審査します。

軽可搬ポンプメンバー
儀間君（２年）
・津島君（２年）
赤羽根君（２年）

バケツリレーメンバー
工藤君（３年）
・中内君（３年）
・茂原君（３年）・
林

君（３年）
・忠内さん（３年）・下村さん（２年）

お知らせ掲示板
緑野中・部活動の結果（秋季大会）
【サッカー部】 10 月１日・10 日
【男子バスケット部】 10 月 16 日・23 日
◆会場：緑野中・東大付属
◆会場：中野中、中野二中
◆結果：予選グループ敗退
◆結果：
１回戦 ● ０－３ ○ 中野四中
１回戦 ○ 69－42 ● 中野中
２回戦 ● ０－５ ○ 中野三中
２回戦 ● 39－69 ○ 中野四中
【女子バレー部】 10 月９日（日）
◆会場：中野五中
【女子バスケット部】 10 月 23 日（日）
◆結果：予選リーグ
◆会場：中野二中
１試合 ● ０－２ ○ 中野五中
◆結果：
２試合 ● ０－２ ○ 中野七中
２回戦 ○ 74－37 ● 大妻中野中
３試合 ● １－２ ○ 大妻中野中
【硬式テニス部】 10 月２日（日）
＜東京都新人テニス選手権大会＞
◆会場：杉並区立和田中学校
◆結果：
＜女子＞
１回戦 ○ ４－１ ● 聖ヶ丘中

【卓球部】 ９月３日（日）
◆会場：鷺宮体育館
◆結果：
＜男子オープンの部＞
緒方君 準優勝、 荒川君 ２回戦進出

【野球部】 ９月４日（土）
◆会場：緑野中
◆結果：
１回戦 ● ２－９ ○富士中

【陸上部】 10 月 15 日・16 日
＜支部対抗陸上競技選手権大会＞
◆会場：駒沢オリンピック公園競技場
＜男子＞
沖田君
200ｍ 26 秒 08
佐久間君
100ｍ 12 秒 57
大久保君
3000ｍ ９分 39 秒 97
ストーンハーリー君 100ｍＨ 16 秒 81
＜女子＞
草場さん
走幅跳 ４ｍ57
忠内さん
100ｍＹＨ 16 秒 82
下村さん
100ｍＨ
16 秒 26
中野区共通リレー
51 秒 83
草場さん、忠内さん、下村さん

【バドミントン部】 10 月９日・10 日
◆会場：中野中
◆結果：
団体戦
＜男子＞ 決勝リーグ第３位
佐藤君、吉川君、外角君、鵜飼君、中村君
＜女子＞ 予選Ｂリーグ第３位
江川さん、齊藤さん、永島さん、佐治さん、高石さん
五十嵐さん
個人戦
＜男子＞ シングルス
第３位：吉川君、ブロック大会出場
第４位；外角君、ベスト 16：中村君
＜男子＞ダブルス
準優勝 佐藤君・鵜飼君 ブロック大会出場
【美術部】 11 月 10 日
◆会場：なかの芸能小劇場
◆結果： 樋髙さん 標語の部 準優勝
【区英語学芸会に参加】10 月 29 日
五十嵐君
暗唱の部に参加
２年生英語劇の部に参加

【ボランティア部】10 月 15 日・23 日・30 日
◆会場：野方地域センター、ベタニアホーム
◆内容
・野方祭りの手伝い
・ベタニア秋祭り、バザー、屋台の手伝い
・キリンスクールチャレンジ
【吹奏楽部】
10 月 15 日（土）
・野方地区祭りに参加
10 月 23 日（日）
・丸山地域祭りに参加

