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過日、大津へ出張した際に久しぶりに電車に乗りました。
その日の帰り、いつも混む時間帯なのに、その日は珍しく座
席が空いていて、私はドア付近に腰を掛けました。草津駅あ
たりでは何人かの人が立っている状態で、その後、ある駅で
若い母親が３、４歳ぐらいの子どもの手を引き、赤ちゃんを
胸に抱いて乗ってきました。空席がないので、私の向かい側のドア近くの手すりにつかまりま
した。この様子を見ていた私は、席を譲ろうと思いましたが、母親のすぐ横の席に若い男の人
が腰掛けていたので、彼が譲るだろうと思い、様子をうかがってしまいました。彼は譲ること
はせず、ちらっと母子を横目で見ただけでスマホの操作（ゲーム？）に夢中になっていました。
何らかの事情がある場合を除いて、若い人は、老人や子どもに比べて体力的に恵まれている
ものと思います。ですから、このような状況において、やはりその若者が席を譲ってくれるこ
とを期待したのです。その期待が裏切られたような感じで嫌な気持ちになってしまいました。
それは私自身が立ち上がって席を譲らなければと思いながら、実行できないでいたので、そう
いう気持ちになったのかもしれません。
いつの間にか数駅を過ぎて、ようやく私は母子に席を譲り、母子は礼を述べて腰掛けました。
しかし、私の心の中にはすっきりしない思いが残りました。やはり、あの状況の場合、若者が
席を譲る行いをするべきだという考えがあったのと、そんなことを考えずに、自分がいち早く
席を譲ることを実行していれば、気持ちがすっきりしたかもしれません。
さて、日常生活の中で正しい行為を頭で理解していても、それを実行することは大変難しい
ものです。この若者も心の中では席を譲らねばと思いながら、実行できなかったのかもしれま
せん。真の勇気をもって決断し、実行できるよう努めていきたいものです。
電車内での光景をもう１つ。電車内でスマホを操作している人のなんと多いこと。先ほどの
若者のようにゲームに夢中の人、メールを打つ人、イヤホンをして音楽を聴く人、ニュースを
読む人等々。目の前にいる人がお年寄りか、妊婦さんか、身体の不自由な人か、そのようなこ
とを気にもせず、ひたすら画面に見入って自分の世界を楽しむという光景が当たり前のようで
す。そうかと思えば、どこかの高校生たち。電車内のあちらこちらで、男も女もグループにな
って大きな声でぺちゃくちゃぺちゃくちゃ。楽しいのはわかりますが、時には耳をふさぎたく
なるような会話や大声も……。ずいぶん前と比べて、周囲への気遣いや思いやりといったマナ
ーの良さに触れる機会が少なくなったような気がして、将来を憂いながら帰途につきました。

１１月の行事予定
１（水）１，２年校外学習
２（木）３年地域貢献活動〔9,24,30 の 4 回〕
３（金）文化の日 長浜市民駅伝 JA 北びわこ農業まつり〔吹奏楽部演奏〕
５（日）商工会祭〔吹奏楽部演奏〕
７（火）ブロック駅伝〔浅井ふれあいＧ〕
１０（金）３年進路説明会
１６（木）湖北ブロック道徳授業研究会
１７（金）県駅伝〔希望ヶ丘文化ｽﾎﾟｰﾂ公園〕 １８（土）土曜授業の日〔授業参観〕
１９（日）秋季環境ボランティア活動
２３（水）勤労感謝の日
２４（金）市子ども美術展〔～ 27〕
２７（月）・２８（火）３年期末テスト
３０（木）トイレ掃除プロジェクト
３０（木）・12/1（金）１，２年期末テスト
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【秋季総体の結果】 －１０／２０（金）－
◇野球

１回戦 本校 4 － 0 長浜北

２回戦 本校 8 － 0 長浜東
ゾーン１位
＊決勝は雨天中止→安曇川と両校 優勝

準決勝 本校 3 － 0 長浜南
◇バレー女子
ゾーン
本校２－０長浜東 本校２－０長浜北
ゾーン１位
決勝リーグ 本校２－０長浜南 本校２－ 1 木之本 ブロック優勝
◇テニス女子
団体戦 本校２－ 0 鏡岡 本校０－２高月 本校０－２虎姫 ブロック４位
個人戦 柴田さん・寺畑さん組 ベスト８
◇バスケ男子１回戦 本校 48 － 38 びわ
ゾーン１位
準決勝 本校 35 － 95 長浜北 3 位決定戦 本校 46 － 58 長浜南 ブロック４位
◇バスケ女子１回戦 本校 45 － 33 長浜南 ゾーン１位
準決勝 本校 45 － 44 長浜西 決勝 本校 39 － 46 長浜北
ブロック準優勝
◇卓球男子
団体戦 予選リーグ 本校 3 － 1 びわ 本校 3 － 2 浅井
決勝Ｔ 本校 2 － 3 長浜北 本校２－３浅井
ブロック４位
※個人戦 松居さん ベスト 16 1 年生大会 高橋さん ３位
◇陸上 神田さん ４００ｍ 県４位 ５５”３０
清水 さん ８００ｍ 県６位 ２’１１”８２
山口さん １１０ｍＨ 県８位 １８”５１
中村さん 走り幅跳び 県６位 ５ m ４５ cm
◇水泳 行岡さん ２００ｍ個人メドレーに出場
◎秋季吹奏楽祭 －長浜文芸会館－
長浜南中学校との合同で、素晴らしい演奏
を披露してくれました。

青葉会

－

－

※新生青葉会の活動方針のもと、「チーム
湖北中」を合言葉に頑張りましょう。

地域貢献活動

－

２年

京都校外学習

－

２年生は１１月１日（水）に京都市内体験活
動と班別自主研修を実施します。京都の優れた
文化や歴史を学びながら、班の協力性や班員相
互の信頼を深めたり、集団行動の規律を守った
りすることが目的です。今回の体験は３年生の
４月に実施する修学旅行につながる学習の場で
す。実りのある体験を期待しています。

－１年

地域探訪学習（長浜駅周辺）－

１年生も１１月１日（水）、旧長浜市内を巡
る、地域探訪学習を実施します。長浜城歴史博
物館や曳山博物館等、身近にありながらも見聞
できていない所もあろうかと思います。班ごと
に練った計画のもとで、規律やマナーを守りな
がら、有意義な１日にしてほしいものです。

おめでとう！

新役員の紹介

【本部】
会 長：寺畑 さん(２年)
副会長：山口 さん(２年)、柴田 さん(２年)
宮部 さん（１年）
会 計：本山 さん(２年）
書 記：八田 さん(２年)、浦島 さん（１年）
【各種委員会】 ◎委員長、○副委員長
生活：◎北川 さん(２年)○赤井 さん（１年）
文化：◎西嶋 さん(２年)○速水 さん（１年）
報道：◎浦島 さん(２年)○山﨑 さん（１年）
保安：◎清水 さん(２年)○杉田 さん（１年）
体育：◎山﨑 さん(２年)○伊與田さん（１年）
整美：◎松永 さん(２年)○髙木 さん（１年）
厚生：◎岩坪 さん(２年)○佐野 さん（１年）

３年

義務教育の最終年度にあたり、これまでお世
話になってきた地域に感謝し、ボランティア精
神・公徳心を培う機会とする活動です。活動場
所は地域の公共施設や福祉関係施設、教育関係
施設等、１６カ所に及びます。清掃活動以外に
は教材づくりをしたり、大道芸を勉強して慰問
に出かけるという活動もあったりします。事前
打合せをおこなった後、１１月２日、９日、24
日、30 日のいずれも午後、計４回の活動です。

【県交歓スポーツ大会（卓球）】
☆男子団体Ａチーム 優勝
（髙山さん・中村さん・兼房さん）
☆男子個人戦Ａ
優勝 丸岡さん
※男子は団体・個人共に見事な成績を収めました。
女子も大健闘を見せてくれましたが残念ながら
上位進出はなりませんでした。

【作品応募部門の表彰】
◇青少年非行防止・健全育成標語
最優秀 １年 久我谷さん
◇長浜市読書感想文コンクール
特選 ３年 藤田 さん
入選 １年 前川 さん ２年 八田 さん
３年 磯山 さん ３年 藤居 さん
◇湖北ﾌﾞﾛｯｸ読書感想文コンクール
入選 ３年 藤田 さん
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