の挑戦を通して、周りの仲間
や 先 生、保 護 者、地 域の方 な
ど様々な人と接しながら、た
くさんのことを学び、適切な
行動がとれるようになってほ
しいで す。さ ら に、人 との 触
れ合いの中で、自分を大切に
思う気持ちや、人を思いやる
気持ちを持つ生徒に育ってほ
しいです。
こう た

まど か

一人ひとりが自立している！
みんな、
自分の責任で行動し
ていますが、
困った時には助
け合っています。

を動かせます。」と石塚先生。
文命中学校では、今でもこの
プラネタリウムを使用した授
業が行われているのだとか。
机の上だけで勉強するよりも、
プラネタリウムを使用した授
業の方が実感を伴って学ぶこ
とができますよね。
石塚先生によると、市街地
では人間の目で４等星くらい
の星までしか見えないものが、
プラネタリウムでは６等星以
上の星まで見ることができる
とのこと。実際に、天の川も
見ることができました。

皓太さん
（2年生）

あか り

怜奈さん
（3年生）
円香さん
（3年生）

文命中学校の印象は？
文命中学校は生徒数が５０
０名を超える、足柄上郡の中
で も 規 模の 大 きい学 校で す
が、とても落ち着いた学 校で
す。そして、
生徒も先生も様々
な活動に一生懸命に取り組ん
でいます。
全校生徒が一堂に会した入
学式は、厳粛の中にも活気の
ある素 晴らしい式でした。新
入生の返事のよさと在校生の
立派な態度が印象的でした。
どんな学校にしたいですか？
一言でいう と「明 る く 元 気
な 学 校」で す。あいさつは 学
校を明るくします。元気なあ
いさつのあふれる学校にして
いき たいで す。ま た、中 学 校
での生活は楽しいことばかり
ではありません。悲しいこと、
苦しいこと、悔しいこともあ
ると思います。そのような時
に、仲 間 や 先 生、み ん な で一
緒に支 え合い、力を合わせて
乗り越えられるんだという安
心感がある学校を目指してい
きたいです。

生徒会の皆さんに学校の自慢を教えてもらいました。

明梨さん
（3年生）

小宮山

外池
小野崎
な

彩花さん
（2年生）

生徒たちにどのような
子どもに育ってほしいですか？
色々なことに 進 んで挑 戦
し、失敗してもまた挑戦する
意欲を持った生徒に育ってほ
しい と 思い ま す。そ し て、そ

いざ！ プラネタリウムへ
屋上に向かう階段を上が
り、町を見渡せる素晴らし
い眺望のなか、緑色の半球
の建物が現れました。扉を
開き、丸い部屋に入ります。

半球体の正体
卒業生、在校生の皆さんに
はお馴染みかも知れませんが、
あの緑色の半球体は、プラネ
タリウムなのです！
年前に現在の校舎が新設
された時、県内でも数校しか
ない中学校のプラネタリウム
が完成しました。
さて、時の流れとともに今
はどうなっているのでしょう
か？ 今回、文命中学校卒業
生でもある教頭の石塚先生に
案内してもらいました。
40

れ

佐藤
原田

壁に目をやると、富士山や
箱根の山々、大井町にあるブ
ルックスの建 物 な どのシル
エットが浮かんでいます。
まるで夜空と戯れているよ
うでした。東の空が明るくな
り、仮想現実の時間は終了で
す。
「操作をする為の調整が大変
ですね。」と石塚先生。毎年
キチンと整備され、古くても
シッカリ動く文命中学校のプ
ラネタリウム。貴重な財産を
守り抜いてくれている文命中
学校にも感謝です！

あや か

正直、私が中学生だった時は星座にも天文にも興味は
わかず、ただただ理科の授業の一つだったように思いま
す。
しかしながら、大人になってプラネタリウムにお金を
払って見に行ったり、星空の観測会に参加したり
（笑）
自分の中学生時代にプラネタリウムと出会えていたら、
また違った人生もあったのかも知れませんね。
情報特派員 小田 猛

今年4月に文命中学校に着任した
遠藤仁一校長先生にお話をお聞きしました。
文命中学校の屋上に緑色の半球
体が乗っているけれど、あれって
一体何だろう？
ということで、今回の「調べて
まちの調査隊」では、文命中学校
の半球体の謎に迫りました！

みんな、
仲が良い！
クラス、学年関係なく、
仲が良いです。
体育祭や文化祭も全校
で盛り上がります。

学 校 自 慢 ♪
行事やイベントに積極的
に参加してくれる！
NYG
（日本一優しい学校）
プ
ロジェクトなど、
全校生徒
が積極的に参加してくれ
ます。

あいさつが出来る！
先輩、
後輩関係なく、
校内であいさつが交わさ
れています。
プラネタリウムを操▶
作する石塚先生

ボランティア精神を持っ
た生徒が多い！
清掃活動「心洗組」では、
毎回多くの生徒が参加し
ています。

取材を終えて
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まず目に飛び込んできたの
は、中央に鎮座した星空を映
し出すプラネタリウム投影機
です。石塚先生に聞くところ
によると「五藤光学研究所」
の製品でした。以前、東京の
渋谷駅前に「五藤プラネタリ
ウム」がありましたが、文命
中学校にあるプラネタリウム
も同じ会社の製品だったので
すね。もちろん、世界的にも
一流の製品だそうです。
実感を伴った授業に
現在のプラネタリウムは全
自 動で、指一本で動かせるも
のが主流ですが、 年前のプ
ラ ネタリウムは、まるでコッ
クピットのよう。石塚先生は
忙しくスイッチと格闘されて
いました。
「星座や星の知識がある方で
あれば充分にプラネタリウム
40

僕たち！私たちの！／
椅子は本格的な
リクライニング式

壁には富士山のシルエット

当時フォークダンスがあ
り、女子と手をつないでダ
ンスを踊るのですが、手を
つなぐことが恥ずかしく
て、とても緊張した思い出
があります。
▲星空を映し出す
プラネタリウム投影機

校長先生が中学生
だった時の体育祭
の思い出は？

Q

仁一校長先生

じんいち

遠藤
説明する石塚先生

校長先生にインタビュー
文命中学校の
屋上にある半球体って何？
！
何？
って
れ
こ

文命中学校
特集
調べて！まちの調査隊

このコーナーでは、町内の気になるあの場所・あの人をまちづくり情報特派員が取材します。気になる情報をお寄せください！
▶

▶

