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天は人の上に人を造らず  福沢諭吉「学問のすゝめ」より 

     校長 松本 秀之 
  

冷たい北風に丸めた背中を少し伸ばす

と、街は華やかな灯りや鈴の音に彩られ、

年の瀬に向けての忙しさを忘れさせてく

れます。 

さて、【忙】【忘】どちらも、「心を亡く

す」と書きますが、そのような精神状態

にあるときの行動を思い起こすと、他者

を傷つけたり、自己中心的になったりと

いった行動が脳裏に浮かんできます。忙

しい時こそ「心をなくさないように」と、

心掛けるようにしたいものです。 

折しも、１２月１０日を、「世界人権デ

ー」に、そして、１２月４日から１０日

までの１週間を「人権週間」に定めてか

ら、七十余年。人権侵害や偏見・差別の

ない世の中を作るため、他人事ではなく

自分事として考えるいい機会と捉えてい

ます。 

 私が教室で「平等」を指導してきた際、 

必ず「天は人の上に人を造らず人の下に

人を造らず（学問のすゝめ）」を伝えてき

ました。人を見下したり、バカにしたり

して自分を偉く見せるなと、よく言った

ものです。福澤諭吉先生の趣旨とは違う

かもしれませんが、子供たちには、十分

に伝わっていました。 

今年度、本校におけるいじめ認知件数

は１５件です。今後も、全職員が共通認

識のもと、人権教育に推進しながら、い

じめの早期発見・解消に努め、「見逃し０、

解消率１００％」を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 進んで学ぶ子 心の豊かな子 体をきたえる子 

～ がんばった持久走大会！ ～ 
 

 １１月１８日（金）に、澄みわたる青

空の下、３年ぶりの校内持久走大会を開

催することができました。 

 中・高学年は、校門から外に出て、志

木二小の敷地に沿って走るコースでし

た。ロードを走るというのは、普段の体

育の授業では味わえない持久走大会な

らではの楽しみでもあり、イベント感満

載の学校行事となりました。 

 保護者の皆様のたくさんの応援を受

け、子供たちはがんばることができまし

た。ありがとうござました。 

～ 志木市小中一貫教育基本方針の

発表について ～ 
 

「志木市小中一貫教育基本方針」の策

定を受け、「広報しき」１２月号にて、志

木市教育委員会から「志木市小中一貫教

育基本方針」が示されます。これに基づ

き、志木二中学校区の３校は、令和７年

度から義務教育学校として一つの学校

になります。 

このことについて、来年１月２１日

（土）１４：００から志木第四小学校体

育館にて、志木市教育委員会による保護

者・地域の皆様への説明会が開催される

予定です。ぜひ、ご参加ください。 

なお、本件に関するお問い合わせは、

志木市教育委員会までお願いします。 

 


