
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９４８年（昭和２３年）１２月１０日国際連
合第３回総会において、世界における自由、正義
及び平和の基礎である基本的人権を確保するた
め、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の
基準として、世界人権宣言を採択したのに続き、
１９５０年（昭和２５年）１２月４日の第５回総
会においては、世界人権宣言が採択された日であ
る１２月１０日を「人権デー」と定め、全ての加
盟国及び関係機関が、この日を祝賀する日として、
人権活動を推進するための諸行事を行うよう、要
請する決議を採択しました。日本では、法務省と
全国人権擁護委員連合会が、同宣言が採択された
ことを記念して、１９４９年（昭和２４年）から
毎年１２月１０日を最終日とする１週間（１２月
４日から同月１０日まで）を、「人権週間」と定
めています。 
私たちが、「かけがえのない命」や「思いやり」、

「共に生きる社会の在り方」について、深く考え
合う週間だと思います。 
学校でも、人権について考え、それぞれが「人

権ワッペンを作り胸に下げ、１１月３０日には、
人権集会を行いました。その時の様子は先日の「宿
毛小学校人権通信」でお知らせたとおりですが、
今年度、宿毛市「人権標語」「人権作文」で入選
した児童が作品を披露しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権作文で入選した長尾康生君は宿毛市小・中
学校人権作文発表会でも発表をしました。参加し
た宿毛市内小・中学生や地域の方々・保護者の方々
の心にも深く響く発表でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「平成２９年度人権作文コンテスト高知
県大会」最優秀賞（県人権擁護委員連合会長賞）
を、６年生 宮崎海斗君が受賞し、１２月１０日
高知市で行われた「じんけんふれあいフェスタ」
で表彰を受けました。 

（裏面に、二人の人権作文を掲載します。） 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
１２月２日の参観日には多くの保護者・地域の

皆様のご参観ありがとうございました。 
 また、PTA主催（文化部）の文化浴事業では、パ
フォーマンスラボをお招きし、「サーカスエコロ
ジカル」を上演していただきました。 
 実験パフォーマンスを通して、環境問題や地球
温暖化についても考える内容でした。江古田博士
と助手のヒロポンやジャックのパフォーマンスに、
子どもたちも熱中しました。 
「今、私たちが生きている地球は、未来の人た

ちからの借り物です。未来に美しい地球を渡して
いくために私たちは何ができるかみんなで考えよ
う。」というメッセージがこもった公演でした。 
 また、シルク・ドウ・ソレイユに出演していた縄
跳び競技アジアチャンピオン粕尾将一さんによる
縄跳びパフォーマンスも子どもたちにはとても刺
激になったようで、当日の放課後には、早速、た
くさんの子どもたちが縄跳び練習を始めていまし
た。これから３学期の縄跳び集会に向けても練習
を行っていく時期ですので、「毎日頑張ればあん
なこともできるんだ」という目標にもなったよう
です。 

PTA文化部のみなさんは、１学期から計画を立て、
準備をしてくださいました。当日の準備や片づけ
受付、進行もすべて行っていただき、大変お世話
になりました。ありがとうございました。 
 保護者のみなさまや地域のみなさまも公演にた
くさんお越しいただきました。ありがとうござい
ました。 
 
 
 
 
 
 

  
人権週間 
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宿毛小学校通信 

 

ごめんなさい なかなおりしたら 

 いいきもち 

 1 年 A 組 木下 みかぜ さん 

心の花 みんなの町に さかせよう 

3 年 B 組 中川 陽太 君 

 

 

参観日・文化浴事業 

 



 

 

 

１２月５日、マラソン大会をおこないました。 

子どもたちは、１学期から朝マラソンを続け、体

育の時間でもマラソンコースを何度も試走しなが

ら、自分の記録に挑戦し続けて当日を迎えました。

あいにく時々、時雨れるような厳しい天候でした

が、一人ひとりが自分と闘いながら、自分の記録

を伸ばすことを目標にとても頑張ったと思います。 

 走った後は汗をかくので、上着を着たとしても

とても体が冷えるような気温でしたので、下級生

から順に走り終わった学年は、教室に戻って着替

えをすることに急遽変更をしました。しかし、最

後のスタートとなった高学年を応援したいと 4 年

生は全員が応援席から動こうとせず、既に校庭か

らマラソンコースに出て姿の見えない高学年に向

けて、「頑張れ！頑張れ！」「応援しているよ！」

と力の限り叫び続けている姿には心打たれました。

「みんなの気持ちは、５年生、６年生のみんなに

はきっと伝わるよ。ありがとう。だけど、このま

まだと体が冷えるから教室に帰って着替えよう

ね。」と担任が説得してくれてやっと教室に戻っ

ていったことでした。どの学年も思いは同じだっ

たことだろうと思います。自分たちを応援してく

れた上級生に、心の中でエールを送り続けていた

と思います。 

 そのような状況の中、校庭に残って最後まで温

かい応援をしてくださった保護者のみなさま、地

域のみなさまありがとうございました。子どもた

ちにとって、大変な励みになったと思います。特

に、最後のスタートになった 5・6年生にとっては、

ゴールで多くの方々が迎えてくださったことで、

どの子もラストスパートがかかったたように思い

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

  自分のタイムを予想し申告する「ピッタリ走」

（プラス、マイナス５秒まで）にも多くの児童

がエントリーし、受賞しました。 

 

 

１２月３日に行われた相撲大会に宿毛小学校か

らは１２名の子どもたちが参加をしました。 

何週間も前から昼休みに練習を行い、当日を迎

えました。参加を希望していた人の中には、別の

スポーツの試合と日程が重なり参加できなかった

人や体調が悪く参加できずとても残念な思いをし

た人もいましたので、その人たちの分も、参加し

た子どもたちは全力で頑張りました。全員が最後

まであきらめない強い気持ちと粘り強さを持って

闘いました。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
１２月４日の児童朝会は雨のため放送朝会とな

ってしまったのですが、前々日に見えた驚くほど

大きく美しい輝きを放っていたスーパームーン

（正確には１２月４日０時４７分が最大だったそ

うですが）の話をしました。話の最後に、「６月

９日は、今年一番小さく見えた月だったそうです

けれど、どうして月は大きく見えたり、小さく見

えたり、形が変わって見えたりするのでしょう？

校長先生は不思議だと思っているのですが、だれ

か知っている人がいたら教えてください。」と投

げかけると、早速、調べて教えに来てくれた人が

いました。さらに、「月はどうやってできたのか」

について疑問を持ち、自主学習で調べて伝えに来

てくれた人もいました。二人とも上手に説明して

くれとてもよくわかりました。自然におこる事象

に関心を持って、「不思議」なことを追究してみ

ようと思う気持ちや「わかった」ことを自分で整

理して他の人にも伝えられる力を宿毛小の子ども

たちにたくさんつけてほしいなと思っています。  

1 月２日にもスー

パームーンが見られ

るそうです。ぜひ、

ご家族でご覧になっ

てみてください。 

 

 

 

 

 

マラソン大会 

 

豊ノ島杯ちびっこ相撲大会 

 

どうして月は大きく見えたり、小さく見え
たりするのかな？ 

  

 

 



                

自分に何ができるのか 
宿毛市立宿毛小学校 六年 

宮崎 海斗 
 これは、僕が低学年の頃にあった話です。今は

ないけれど、僕は同じ学年のＡ君にいじめられて

いました。Ａ君に、たたかれたり、 

「くそ。」 

「じじい。」 

とバカにしたように悪口を言われたりしていまし

た。最初は、言い返そうと思ったけれど、言うと

また言い返されてしまうし、だから言わないでい

ようと思いました。その時に僕は、だれか助けて

と心の中でさけんでいました。けれど、気持ちは

届きませんでした。 

 二年になり、僕は、 

「やめて！」 

と強く言い返し、先生にも言いました。そのおか

げで、先生が間に入りながら話し合いをすること

ができました。僕は、口に出さなければ一歩をふ

み出すことはできずにとどまってしまう。だから

しっかりと自分の声で、 

「いや。やめて。」 

と強くキッパリ言うことが大切だと思いました。 

 今僕は、いじめられなくなりました。けれど時

々、心の中で、 

「やめて。」 

と必死に言っている声がします。僕は、今でも時

々いやなことがあっても言えないことがあります。

またいじめられてしまうと思ってしまいにげてし

まうことがあります。この弱気な心がなくなると、

いじめに対して勇気をもって、 

「ダメ。」 

「やめて。」 

とか言えると思うし、いじめている人に対しても、 

「やめようよ。」 

と言って、いじめられている人の支えになること

ができると思います。この弱気な心がなくなると、

いじめはなくなると思いました。 

 最近いじめについてテレビで見かけることが多

いです。毎回思うのは、話題性のあることや一部

の学校だけを取り上げるテレビが大半になってい

るんじゃないかということです。 

 でも、日本にはいろいろな所に助けてと書いた

見えない旗をふり続けている人はいると僕は思い

ます。 

 もちろんいじめをなくすために自分たちが一歩

ふみ出すことは大切です。しかし、大人たちも、

テレビであれば、もっと多くの学校を取り上げた

り、子どもたちの意見をとり入れたり、いじめの

ことを、知らない人たちに伝えたりする事が大切

だと思います。保護者は、一度しっかり自分の子

どもと向き合ってみて、学校のことや、友達のこ

とを聞いてみて下さい。すると、子どもがかかえ

ている気持ちや、本当は言いたいけど言えないと

いう気持ちに気づくかも知れません。いじめで自

殺という記事や、テレビをよく見ます。それは、

だれにも助けてもらえない、話をはなせない人が

追いこまれ過ぎることで起こってしまうのだと思

います。亡くなってしまった後に、教育委員会な

どが調べると言っていましたが、いじめられてい

る人はもう亡くなってしまっているので、その人

の気持ちは分かりません。僕は、そんなニュース

を見るたびに、 

「調べるぐらいなら自殺する前に調べて、自殺を

くい止めろ。」 

と思わずおこった口調で言ってしまいます。自殺

をするほどなやんでいるのに、周りの友達、大人

が気づかない、気づこうとしていないのは、あま

りにもひどくて、いじめをしているのと同じだと

思いました。だからぼくは、身近な人の助けてと

いうサインに気づいてあげることが大切なのだと

思いました。 

 いじめをされて、キッパリ、 

「やめて。」 

というのにも、友だちがいじめられているのを見

て、 

「やめよう。」 

と言うのにも、自分たちが一歩をふみ出す時は勇

気が必要です。いじめや自殺をくい止めるには、

勇気、声かけ、助けてのサインに気づくことが大

切なのだと思いました。 

 ぼくは弱気で、いままでいじめに対してあまり、

考えたくないと思っていました。けれど、自分の

体験や世の中で起きるいじめのことを知り、思い

を深くめぐらせることで、関心が高くなって、も

っといじめについて考えようという気持ちになり

ました。僕は、人権を大切にして、守り、みんな

が平等で、安心できる輪を広げていきたいと思い

ました。 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

命があること 
    宿毛市立宿毛小学校 六年 
             長尾 康生 
 世界には、いろいろな病気があります。ぼくは、

二才からぜんそくで病院に何年も行きました。最

初は、なぜ病院に行くのだろうと思いました。そ

して、自分の病気を理解しました。ぜんそくにな

ってから、はきけがしたり、インフルエンザにも

かかりやすくなりました。せきやはな水が止まり

ませんでした。幼かったぼくは、一生治らないと

思い、すごく不安な気持ちでした。なぜなら二才

なのに意味の分からない検査などずっとしていた

からです。ぼくは、ふつうに朝食を食べることが

できない事が毎日でした。となりのベッドにいる

人は全部食べることができて、すごいなと思うこ

とがありました。ぜんそくのせいで小さい時にや

れていないこともありました。保育園の時も運動

会に出たおぼえがありません。ぼくは、ぜんそく

が治ったとしても他の病気になるのではないかと

思っていました。そんなぼくを支えてくれたのが

人の優しさでした。家族や病院の人やみんなに優

しくしてもらった事が、とてもうれしかったです。 

ぼくは、人の優しさで生きる希望をもらいました。

そして、何があっても生きたいと思いました。そ

の思いがとどく日が来ました。家に帰られること

になりました。だけど、ぜんそくはまだ治ってい

ない事をぼくは、知っていました。だから家に帰

るといつも、いつ治ると聞きますが、母は困った

ような顔をしていました。ぼくは、この先どうな

るのだろうと思っていました。病気というのは、

こわいことです。そして死はもっとおそろしい事

です。心の中では、おそろしいと思っていても、

人の前では明るく笑おうと思いました。するとぼ

くは、いつの間にか、人の前で笑えていました。

ぼくはこの先笑いながら生きようと思いました。

そしてぼくは分かった事があります。それは、ど

んな病気でも生きることをあきらめてはいけない

という事です。あきらめずに生きて、ぼくは十二

才になりました。ぜんそくも治りかけてきて、ぼ

くはぜんそくが早く完全に治るといいなと思って

います。 

 そんなぼくが生きる希望を失う事がありました。 

それはいじめです。いじめは人を傷つけます。い

じめをする人の気持ちは理解できません。いじめ

と病気では大きな差があります。病気は体の傷で

す。いじめは心に傷が残ります。ぼくは、三年生

の時にいじめにあって学校に行きたくないと思う

日がありました。年上の四年生の人と同級生にい

じめられていました。担任の先生に相だんすると 

担任の先生がどうして年下の子をいじめるのかと

聞きました。そして二人ともいじめをやめて、な

かよくできるようになりました。いじめが原因で

命を失ったらもう二度と帰って来ません。だから

いじめられている人は早めに誰かに相談する事が

大切だと思います。そして、いじめられている人

を見たら注意することが大切だと思います。見て

いるだけでは何も解決しません。人を大切にする

ためぼくたちはみんな成長しなければいけないと

思います。人がいじめられているのを見て注意す

ると自分もまきこまれるから注意できないという

ことをよく聞きます。けれどぼくは、いじめられ

ているのを見たときは優しく注意したいと思いま

す。ぼくはぜんそくでいたみを知って治すのに時

間がかかったけど、いじめられて、きずついた心

の傷を治すのは簡単なことではありません。人の

気持ちを考えず人をいじめるのはみんながやめな

いといけないと思います。ぼくだけでなく、いじ

められた人は世界中に数えきれないほどいると思

います。これ以上人が傷つくのは見たくないし、

なみだを流すのは見たくありません。いじめはあ

ってはいけません。一人一人がいじめを止めて、

自分達でまわりの人に呼びかけていく事が大切だ

と思います。いじめは何年たっても止められない

かもしれません。自分達が何回注意しても止まら

ないかもしれません。だけど、いじめをそのまま

にしてはいけません。人は、いじめをしてしまう

けど、それを何度もくりかえしては、いけないと

思います。遊んでいるとき泣かせてしまうことが

あるけれどそれもいじめに進んでしまうかもしれ

ません。遊んでいる時も気をつける事が大切だと

思います。泣かせても、謝れば許してもらえると

思います。ですが、謝れば何をしてもよいという

ことではありません。次からは絶対しないという

気持ちで謝らなければいけません。 

 ぼくがいじめられた時に謝ってもらうと、ぼく

は許しました。そして今、ぼくは、それから何も

されていません。だから、あの時本気で謝ったん

だなとぼくは伝わってきました。だからいじめを

そのままにしていては何も変わりません。いじめ

がこの世界からなくなるように世界の全員が協力

する事が大切だと思います。 

 


