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大仙市立 西仙北中学校
学校通信

平成２５年１２月５日
No.33

ＰＴＡ講演会

12月４日(水)，ＰＴＡ研修部主催のＰＴＡ講演
会が，秋田県立能代工業高等学校 校長 小野巧
先生を講師として開催されました。
演題は「夢が自分を育てる 」です。概略をお伝。

えします。
○ 講 演
広い学校でうらやましいなと思って西仙北中学

校を見ました。春先に，一緒に野球をやっていた
泉先生から講演をというお願いがありまして，本
日の講演会となりました。
泉先生が高校時代に，いつも同じ話をしてみて

もしょうがないので冊子をつくりました。ところ
。どころ抜粋したものを資料として持ってきました

はじめに，皆さんどんな夢をもっていますか？
ぱっと言える人。もう20分くらいしたら，ここで
話してもらおうかな。
野球部の指導の中で「二つの甲子園」というこ

とがあります。１つは，野球の甲子園，そしても
う１つは，勉強です。勉強の甲子園とは，高校ま
では県大会，高校を卒業すると全国大会です。二
つとも価値があることです。価値あることをやる
というのは，成長に繋がります。
秋田大学に入学して４年生のときに，神宮に行

きました。そこで，勝てませんでした。そのとき
， ， 。から よし 次は高校生を全国に連れて行きたい

そう思ったのが，高校の先生になろうと思った理
由です。
そのためには，どんなことをしたか。１つは，

最低の目標をもつ，ということです。これは，地
区大会は２つ勝てばいいよ。県大会は２つ勝てば
いいよ。東北大会でも２つ勝てばいいよ，と。そ
うすれば甲子園に行くことができます。そのとき
のチームは特別な選手がいたわけではなく，チー
ムが壊れない程度の目標でした。

， 。その反対に 目標を高くもたせた例もあります
仙台の大越基という投手，そして青森の白石とい
う投手を打ち崩せないと東北大会にいけないぞ，
ということがありました。当時の選手は，自信が
ある連中がそろっていましたので，満足させると
いけないので，もっと上，上，という目標をもた
せることで，甲子園に行くことができました。３
つ目は，平成3年の春の大会のこと。来る日も来
る日も勝てなくて，どうすれば勝てるのか。選手
を奮起させるには，絶好の機会だなと思い「足の
遅いカメ100匹いたら，１番から100番まで順位
がつく」それから１週間言い続けました。次の１
週間は，反対に「足の速いかもしかが100匹いた
らやはり1番から100番まで順番がつく」この話
を言い続けました。どんな人でも工夫すれば，一
番になれる，ということです。これ以上弱くなる
ことはないので，徹底してやれ，と言いました。
今日と明日，という言葉があります。平成3年

までは，明日が１番で今日が２番だと思っていま
した。明日のために，今日を頑張る，ということ
です。しかし，この平成３年以来，今日を頑張ら
なければ，明日に繋がらない，ということで，考
えを変え，今日が１番，明日が２番と考えること
にしました。どちらも大事だけれどとらえ方で変
わってくると思います。
指導の中で振り返ってみると，調子のいいとき

は気にとめることはないのですが，逆境に立った
とき，どうするか，それが人間の真価だと思いま

す。苦しいときにどうするか。資料の29番に書い
ています 「どん底の時どうするか，その時に真価。
が問われる 」ここを見逃さないでキャッチするこ。
と大切です。
あるとき真の選手の姿がありました。土崎の１

つ手前で電車を降りて，冬の間秋田高校まで走っ
てきた生徒がいました。意志が強いなあ，どれく
らい続くのかなあと思いました。その意志は一冬
を走ろうと思ったんですね。能力は普通なのです
が，東北大会で８打席連続ヒットを打ちました。
びっくりしました。やはり自分に対して挑戦して
やり抜くと自信がつくんだなあ，と思いました。
必ずやる方法はあるのだということを考えてくだ
さい。得てして，やる前から無理だと思わないで
やって欲しいです。
それでは夢を語ってください。
２年生佐々木望さん。１分間で。

「佐々木望です。僕は，電車の運転手になりたい
と思いました。理由は，電車がとても大好きで電
車の本をよく読んでいるからです。なりたい理由
は，電車の走っている姿が格好よいからです。僕
も，このようなお話をみんなにしたいと思ったか
らです」
今のスピーチは40秒でした。
もう一人。３年生伊藤悠貴さん。

「伊藤悠貴です。自分には小学校の頃から抱いて
きた夢があります。小学校の頃から世界には，こ
んなに楽しい物があるんだと思いました。中学校
に来て，今度はそういう会社に勤めてみたいと思
いました。その夢は変わっていません。自分の目
標は，絶対曲げないつもりでいます。自分の目標
は人生の目標でもあるので，この目標に向かって
突き進みたいです」
５３秒です。30秒でも１分でも自分の考えを話

すトレーニングをしてみてください。お二人のス
ピーチ，ありがとうございました。
どこにいても自分の夢を語れるようになってく

ださい。
夢をもってどのようにしたら，成果が出るかに

。 ，ついてお話します 成果が上がらないというのは
いつも同じような失敗をしているから成果が上が
らない 「先週言っただろう」とかこの「前言った。
だろう」ということが同じ誤りにつながります。
そうならないためには，３つ言います。
１ 話をする。 ２ 書く。 ３ 動く。
この３つで色々工夫すると，この選手はこのよ

， 。うな考えをもっているんだなあ と理解できます
こういう術がないと相手をなかなか理解すること
は難しいです。
どうやって成果があがるように行うか。
目的 強い人間たれ！
目標 自分に勝つこと。仲間に勝つこと。相手

に勝つこと。
部訓 あいさつ，時間，集中力
この３つを，一致団結して取り組めば相手に勝

つ。チームがまとまることが大切です。まとまら
なければ勝つことはできません。練習の前に，部
訓を３回唱える 「あいさつ，時間，集中力，あい。
さつ，時間，集中力，あいさつ，時間，集中力 」。
皆さんの校訓も素晴らしい 「立志 善心 叡。

智 」これを毎日唱えている人いるかなあ。これを。
追究するぞ，くらいの気持ちでやってほしい。
成功したときにどうするか？顔を上げて姿勢を

正しますね。失敗したときは，下を向きます。猫
背になります。できるだけ成功したときの気持ち
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を持ち続けることが大切です。
，「 ，資料６番 人間は自信の無いときは後ろを見て

自信のある時は前を見る」です。12番「愚痴や言
い訳をする者で，進歩する者はいない 」イチロー。
や松井が，言い訳した場面ありますか？ほとんど
ありません。言い訳する人で大物になった人はい
ません。
私の勤務校は能代工業ですが，58回のバスケッ

トボール部の全国優勝があります。今，59回目を
目指していますが，５年間優勝していません。専
用の体育館があります。ＡチームとＢチームが分
かれて練習しています。そのＡチームとＢチーム
の間には高い壁があります。体調管理に注意して
います。体調を崩すとレギュラーから落とされま
す。毎日学校に行くと玄関前を黙々と部員が掃除
しています。体育館もぴかぴかです。でもなかな
か勝てない。皆さんの中には，勝てなければ意味

， ，がない と考えている人もいるかもしれませんが
勝っても負けても，それは財産になります。勝っ
て学ぶもの，負けて学ぶものがあります。全国大
会ベスト１６の厚い壁に向かっています。本校の
体育館の玄関はいつも空いています。誰でも歓迎
です。機会あったら見に来てください。
小・中・高とありますが，発展するレベルがあ

ります。スポーツは人づくり，学校づくり，町づ
くりです。スポーツを通して自分がいい人間，立
派な人間になれる方法だと思います。勝ったり負
けたりすることで，クラスが，学校がまとまって
いくことがあります。それが大きくなると町づく
りの財産になります。能代はバスケの町を標榜し
ていて，能代駅にはリングとバスケのボールがあ
ります。バスケットボールは，町づくりに貢献し
ています。
学校の３要素ってなんだろうなあ １つ目は 生。 「

きる力 ，２つ目は「集団生活を学ぶところ」－集」
団生活がしっかりできないと社会でうまくやるこ
とができない。せっかくの経験ですので大事にし
てほしい。３つ目は 「小中の時代から地域の一員 」， 。
若者が少ないので今から地域の一員です。そうい

， 。う自覚で 地域の一員として生活してほしいです
， 。自分の夢が高ければ高いほど 努力が必要です

先輩，先生に教わるのも大事ですが，年齢が上が
ってきたら自立していくことが大事です。自分を
自分でコントロールしていく，このことが大切で
す。23番「自分のコーチは自分だ 」何歳になっ。
ても人を頼りにしていると自立できない ９番 最。 「
後まで思い続けた者が成功する 」成功よりも失敗。
が多いと思いますが，そこで諦めるのではなく，
その後どうするか。最後まで思い続けて欲しい。
１番「夢見る者は，現実に負けてはならない 」夢。
の実現に，現実に負けないでください。
１番から３１番まであります。一日に1ページ

ずつめくって欲しい。３１の中で，自分はこれだ
なあ，と思うのが１つでもあれば，それを追究し
て欲しい。
女子マネージャーに学んだことがたくさんあり

ます。１年生が入学したときに，先輩マネージャ
ーがこういいました 「できないんじゃなくて，や。
らないだけだ 」戦う前に無理だ，と決めつけない。
ことです。女子マネージャーから教わりました。
大きな夢をもって自分を自分でリードしてくださ
い。
昨年，赴任して生徒に言ったのは「挑戦こそ第

」 。 「 」一歩だ です ２年目は 夢をもち夢に向かおう
です。夢はもつのですが，実現が難しいです。そ
れは努力しましょうということです。42.195ｋ
ｍのマラソンがあります。５ｋｍ，１０ｋｍ，４
０ｋｍで力を出す生徒様々です。あせることなく
いつかは，今に見ておれ，という気持ちで頑張っ
てください。団結して頑張ってください。集団で
いますので，みんなでやって達成したときの喜び
は大きいでしょう。学校教育目標「学び合い 支

え合い 高め合い ，この「合い」がポイントだと」
思います。団結して頑張って欲しいです。自分の
経験の中からお話させていただきました。

○○○○ 感想発表感想発表感想発表感想発表
１１１１年年年年ＡＡＡＡ組 後藤大典組 後藤大典組 後藤大典組 後藤大典さんさんさんさん
僕は先生の話を聞いて，自分で課題をもちたい

と思いました。僕は課題がもてないことがありま
す。勉強でも部活でも課題をもって弱い自分に勝
って強い自分になりたいです。今日はたくさんの
ことを学びました。学んだ事を1つでもこれから
の生活に生かしたいです。
２２２２年年年年ＣＣＣＣ組 池田百花組 池田百花組 池田百花組 池田百花さんさんさんさん
今日はとても勉強になりました。話を聞いてい

て，これからの日常に役立つこともたくさん聞け
たし，普段の私の態度を見直して，出来ているこ
とや出来ていないことなど，これから実践した方
がいいことなどを見直すことが出来たのでよかっ
たです。今日は本当にありがとうございました。
３３３３年年年年ＢＢＢＢ組 佐組 佐組 佐組 佐々々々々木優斗木優斗木優斗木優斗さんさんさんさん
今日の先生の講演を聴いて，一番心に残ったの

は 「どん底の時どうするか，その時に真価が問わ，
れる」です。私は野球をやっていて故障が多くて
チームのみんなに迷惑をかけてしまうことがあり
ました。そのときに下を向いていないで，何がで
きるかしっかり行動していきたいと思いました。
私は高校に行って野球をするつもりなので，相手
チームへの感謝の気持ちを忘れずに，夢である甲
子園に向かって頑張りたいです。今日はどうもあ
りがとうございました。

○○○○ 保護者感想発表 伊藤保護者感想発表 伊藤保護者感想発表 伊藤保護者感想発表 伊藤さんさんさんさん
小野巧先生，本日はお忙しい中，講演をいただ

きありがとうございました。子どもたちが夢を抱
くこと，夢に向かってトライ＆エラーを繰り返し
ながら自分たちを高めていくこと。また，学校を
通して，学年，学級，友達同士で学校，地域を高
めていくことの大切さを改めて確認しました。素
晴らしい講演ありがとうございました。ＰＴＡ，
学校，地域の三位一体で大仙市の中でも素晴らし
い学校となるよう，これからもＰＴＡ活動として
頑張っていければと思っています。ありがとうご
ざいました。最後に，私事になりますが昭和５１
年春の大会で高田キャプテンのホームランが観客
席に吸い込まれるのを見ることができました。当
時も大変お世話になりました。

○○○○ 質問 柳葉質問 柳葉質問 柳葉質問 柳葉さんさんさんさん
小野先生が，これまでの中で失敗したことにつ

いてお話し願えればありがたいです。
：本荘高校に竹内という投手がいて○○○○ 小野先生小野先生小野先生小野先生

2年生のときに甲子園に行きました。そのチーム
に，9回まで秋田高校が１点リードされていまし

， 。たが さよならツーランホームランを打ちました
これで甲子園だと思ったのですが，翌日秋田経済
法科大学附属高校さんに負けました。これ以来，
終わるまで気をゆるしてはいけないなあと思いま
した。同じ事が東北大会でもありました。決勝で
仙台育英と当たるカードでした。戦いっぷりがよ
， ，く 仙台育英を倒すのは秋田高校だろうと言われ

某新聞に翌朝大きな写真が掲載されました。結果
は大敗しました。なんで気を許したのかな，と思

。 ， ， ，いました 同じようなことが 9回裏 あと一人
あと一人，というコールに，よし挨拶できるぞ，
と思った瞬間にレフト前ヒットを打たれました。
最後の最後まで分からない，ということを知らさ
れました。この３つが苦しかったときです。この
経験から，試合の喜びも苦しみも，試合が終わっ
てからにしようと，試合から学びました。

小野先生のお話をしっかり捉えた生徒達の感想
が素晴らしかったです。


