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12月10日は「人権デー」でしたので、翌日の生徒朝礼で「世界人権宣言」のお話をしました。「世界人権

宣言」は、1948 年12月10日に国連総会で採択されました。これは「基本的人権」を守るために、全ての人

と全ての国が達成しなくてはいけない基準をまとめたものです。日本では、12月 4日から「世界人権宣言」

が採択された 12 月 10 日までの 1 週間を「人権週間」と定めています。

「基本的人権」は、「人が生まれながらにして持っている人間らしく幸せに生きていくための権利」のこ

とです。「基本的人権」の中には、「平等権」、「自由権」、「社会権」、「請求権」、「参政権」の５種類の権利が

あると言われています。「平等権」というのは「差別されない権利」、「自由権」は「自由に生きる権利」、「社

会権」は「人間らしい最低限の生活を国に保障してもらう権利」、「請求権」は「基本的人権が守られるよう

に国に求める権利」、そして「参政権」というのは「政治に参加する権利」のことです。「世界人権宣言」に

は、これら５種類の権利に関することがらが、全部で３０の条文にまとめられています。その中に書かれて

いる「基本的人権」は、もちろん私たちの「日本国憲法」の中にも全て記されています。

朝礼の中で、生徒たちに「皆さんには、大切にしている人がいますか？」「あなたが大切にしている人を

頭の中に思い浮かべてみてください。」と言いました。きっと生徒たちは、両親、兄弟姉妹、祖父母等の家

族、または、よく遊ぶ親友、同じ部活の友達、好きな異性の友達等を思い浮かべたことでしょう。それらの

人々はおそらく、生徒にとって一緒に居て心地よい人、楽しい人、気が合う人、自分とどこか共通点がある

人権について考える

人だと思います。ある意味、人間がそういった人たちを大切にできるのは当然のことかもしれません。

学校では、ときどき、こんなことが起きます。自分が嫌だと思う人、自分と考えの違う人、自分と体つき

や髪型が違う人、自分と性格・能力が違う人、そういった人に対して、無視をしたり、仲間はずれにしたり、

嫌なことを言ったり、時には LINE に嫌がらせを書き込んだり、また、暴力を振るってしまったり。これは

「いじめ」と言われるものです。「いじめ」は、人の、差別されず、自由に、安心して、人間らしく生きる権

利を奪い取ってしまうもので、絶対に許されないことです。

「人権」は字のごとく「人」が持っている「権利」です。生徒たちに分かってほしいことは、「人権」の

「人」とは、親しい家族や恋人、親友、特定の仲間だけを指しているのではないということです。この「人」

というのは、男性も女性も、赤ちゃんも老人も、日本人も外国人も、健康な人も障害のある人も、自分と似

ている人もそうでない人も、意見の同じ人も異なる人も、全ての人が対象なのです。このことは当然のこと

ですが、とっても大切なことです。「いじめ」をなくすには、この人権についての基本的な理解が必要です。

「世界人権宣言」は、最後の条文で、『この宣言でうたわれている自由と権利を、ほかの人の自由と権利

をこわすために使ってはなりません。どんな国にも、集団にも、人にも、そのような権利はないのです。』と

しめくくっています。子どもたちには、自分を含め全ての人の「基本的人権」が守れる人間になってもらい

たいと思います。そして、日新中学校を、絶対に「いじめ」のない学校にしてほしいと強く願います。

校長 宮 田 聡保護者、地域の皆さま、今年一年大変お世話に

なりました。 どうか良い新年をお迎えください！
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月 火 水 木 金 土 日
１

＜元 日＞

２

冬季休業日

３

冬季休業日

４

冬季休業日

５

冬季休業日

６ ７

８

＜成人の日＞

９

始業式

(学，学，集)

１０

補充月５

１１

生徒会専門委員会

１２ 1 年百人一首

大会(56h)

(金２３４５１学)

１３ １４

１５ １６

朝学なし45×6

１７ 日新検定期間

～19日

防災訓練(6h)

１８ １９

日新検定(1h)

(学金１２３４５)

２０ ２１

２２

生徒朝礼

防災訓練予備日

２３ ２４

3 年私学出願

補充月６

２５ ２６

2年学習到達度調査

1年3年実力テスト

２７ B 週

土曜参観日(5h)

新入生説明会(6h)

２８

２９

代休日

３０ ３１

補充金５

●今北・堂松南地域交流文化祭

＜人権作文＞ 優秀賞 3-4 福光 綾那

入選 1-5 北地 未來 入選 2-1 谷内 花菜

入選 2-2 原田 美空 入選 3-1 藤原 広空

佳作 1-1 保科 一葉 佳作 1-3 松本 大典

佳作 1-3 山本 果未 佳作 1-4 清田 千穂

佳作 2-4 田中 秀篤 佳作 2-4 喜元 優那

佳作 2-5 杉原 由佳 佳作 3-2 直島 萌華

佳作 3-4 二神 葉南 佳作 3-4 箭田 愛美

＜人権ポスター＞

優秀賞 1-1 山本 真緒 優秀賞 2-4 梅本 朱莉

入選 1-3 木原 ひなた 入選 2-1 多田 恵太

入選 2-1 辰己 聖剛 入選 2-2 豊島 未来

入選 3-1 伊藤 茉耶 入選 3-3 高橋 瑞希

佳作 1-1 川合 こはる 佳作 1-2 井上 咲

佳作 1-3 中村 陽翔 佳作 2-1 次山 華菜

佳作 2-1 谷内 花菜 佳作 2-4 宮田 帆乃佳

佳作 3-1 栗山 羽乃 佳作 3-2 山崎 翔吾

佳作 3-3 阿部 琴葉 佳作 3-3 笠井 裕貴

佳作 3-3 徳田 宗一郎 佳作 3-3 槙山 貴稀

佳作 3-3 余田 幸子 佳作 3-4 貴島 桃果

佳作 3-4 沼田 清愛 佳作 3-4 二神 葉南

佳作 3-5 栗田 天実

●平成 29 年度尼崎市中学校読書感想文コンクール 入選

1-2 古川 裕子 1-5 北地 未來 1-5 藤川 凪人

2-1 堺井 慶一郎 2-2 高木 結莉 2-3 阪本 佳奈

2-3 吉田 梨紗 2-4 万代 陽子 2-5 黒崎 翔希

●平成 29 年度中学生の「税についての作文」

尼崎納税貯蓄組合連合会長賞 3-4 福光 綾那

尼崎市教育委員会教育長賞 3-5 加古 香梅

●第37回全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会地区予選

入選 3-1 村上あいら

●第 85 回全国書画展覧会

金賞 2-1 谷内 花菜 金賞 2-3 阪本 佳奈

金賞 2-5 小坂田 夏希 金賞 3-2 川部 みゆき

銀賞 2-4 山本 弥希 銀賞 3-5 川満 つかさ

銀賞 2-5 川口 瑞稀 銀賞 3-3 藤田 香乃

銅賞 1-1 中元 歩希 銅賞 1-1 川合 こはる

銅賞 1-2 川下 元気 銅賞 1-2 久保 尋斗

銅賞 3-2 樋口 理加

●平成 29 年度兵庫県中学校総合文化祭展覧会

特選 2-3 阪本 佳奈

入選 2-1 堺井 慶一郎 入選 3-4 宮前 元

12月8日(金)に、生徒会役

員選挙が行われました。月曜

日から１週間の選挙運動期間

を経て、体育館での立会演説

会の後に投票が行われ、開票

の結果、左表のように新しい

役員が選出されました。

新役員の皆さんには、全て

の日新中生の代表として、責

任の伴った自治と学校文化の

継承に努めてもらいたいと思

います。

☆ 頑張る日新中生！☆

＜２月の主な予定＞ 2/15(木)：公立推薦･特色･多部制Ⅰ期入試 2/21(水)～23(金)：1,2 年学年末テスト

2/22(木)～23(金)：3年学年末テスト

『トライやる・ウィーク』

１月の主な予定

生徒会役員選挙

11 月 27 日(月)から 5 日間、

２年生の「トライやる・ウィー

ク」が実施されました。学校を離

れた 5 日間の体験で、子どもた
ちはきっと、社会の厳しさ、勤

労の尊さ、人間同士のふれあい

の大切さを、身にしみて感じ取

ったに違いありません。ご協力

いただいた各事業所の方々をは

じめ、地域・保護者の皆様に心

より感謝を申しあげます。

地域に学ぶ

お正月は、たくさんの日本の伝統・文化に触れましょう！


