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▼奪い合えば足らぬ、分け合えば余る▼
校長

阿南 孝也

東京駅の近くに「相田みつを美術館」があります。書の詩人、あるいはいのちの詩人と
呼ばれている「相田みつを」の作品に出会うことができます。
「うばい合えば足らぬ わけ合えばあまる」
「しあわせは いつもじぶんのこころがきめる」

心にしみる、そして耳の痛い言葉です。相田みつをの言葉に触れて、「地獄と極楽」のた
とえ話を思い出しました。
地獄も極楽も、環境は全く同じなのだそうです。真ん中にごちそうがたくさんあって、
１メートルはある長い箸が置いてあるのです。地獄では、各々が我先に食べようとするの
ですが、箸が長すぎて食べ物が口に入らない。争いが絶えず、皆やせ細っているのです。
一方極楽では、長い箸でつかんだ食べ物を向かいの人に「どうぞ」と差し上げる。お互い
に助け合うことで、皆でにこやかに食事ができるというのです。同じ境遇にあっても、私
たち人間の心がけ次第で、地獄にも極楽にもできるというお話なのです。
主の祈りは、イエスが教えてくださった大切な祈りです。主の祈りの中で「私たちの日
ごとの糧を、今日もお与えください」と祈ります。「日ごとの糧」とは、文字通り「その
日一日分の食べ物」のことです。イエスの時代、聖書に精通していたユダヤ人は、イエス
のこの言葉を聞いて、「貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私
を養ってください」（箴言３０章８節）を思い浮かべたことでしょう。
イエスの周りには、その日の食べ物にこと欠く人が大勢集まっていました。ヘロデ王と
ローマ帝国から二重の搾取を受け、重税にあえぐ人々が、食べ物を口にできるだろうか、
糧を得る仕事に就くことができるだろうかという不安の中で唱えられた祈りなのです。
世界人口の２０％に当たる日本を含む先進国が、全エネルギーの６０％を消費している
のだそうです。日本人１人と発展途上国の４人がいて、パンが５つあるとすると、日本人
が３つを食べて、残りを途上国の４人で分け合っている現状なのです。
洛星で学ぶ生徒たちが、「私の日ごとの糧」ではなく「私たちの日ごとの糧」が与えら
れるように祈りなさいと命じられたイエスの言葉を実現する人となってくれることを願っ
てやみません。日々の学びを通して視野を広げ、高い志を持った青年として成長してくれ
ることを心から期待しています。
洛星の生徒たちは、協力し合って素晴らしい文化祭、体育祭を作り上げてくれました。
校長として、生徒たちを誇らしく思いました。前期末考査でも、培った力を発揮してくれ
ることを信じています。
「人生において最も大切な時 それは いつでもいまです」 相田みつを

保健部より
第２回検尿を行います。
高校： １０月２４日（火）、中学： ２５日（水）、予備日：２６日（木）
尿蛋白・糖・潜血の検査を行います。前日は就寝前に排尿し、当日は起床後すぐ採尿してく
ださい。検査の結果、医療機関にて再検査の必要な方に対してのみ案内をお渡しします。
学校で検査できなかった方は、最寄りの医療機関でお受けになるよう後日御案内致します。
尾崎内科校医先生による健康相談を実施します。
１１月２日（木）午後１時３０分より、中学３年生（研修旅行前に実施）、高校１年生、高校３年
生の指名者・希望者に実施します。該当学年や他学年でご希望があれば保健室までお申し
出ください。

活動部より
最近の主なクラブ活動成績等
全日本少年少女武道（弓道）錬成大会 努力賞
京都府中学生弓道大会 団体の部
優勝
個人の部
優勝（中３）、準優勝（中３）、３位（中３）
京都府高等学校弓道選手県大会 男子の部 第２位 （高２）
京都市中学校選手権総合体育大会
水泳部
男子総合 第４位
テニス部
男子団体 第２位
男子シングルス 第３位 （中２）
男子ダブルス 第２位 （中２ペア）
第３位 （中３ペア）
バドミントン部 男子団体 第３位
男子ダブルス 第３位 （中３ペア）
第３位 （中３ペア）
京都府中学校総合体育大会
水泳部
男子団体 第５位
テニス部
男子団体 第３位
男子シングルス 第３位 （中２）
男子ダブルス 第３位 （中２ペア）
京都夏季選手権水泳競技大会兼全国 JOC ジュニアオリンピック夏季大会京都府予選会
男子５０M 平泳ぎ 第１位
（中３）
男子４００M 自由形 第２位
（高３）
京都市中学校秋季大会
水泳部
男子総合 第２位
男子２００M リレー 第１位
男子４００M リレー 第２位
男子２００M ﾒﾄﾞﾚｰリレー 第３位
男子２００M 背泳ぎ 第３位 （中２）
全日本中学校通信陸上競技大会 京都大会
男子４００M 第８位 （中３）

京都府私立中学校総合体育大会
ハンドボール部 優勝
京都府私立高等学校総合体育大会
バドミントン部 第２位 （高２）
京都・大阪数学コンテスト（個人での参加）
優秀賞 （高２，高２，高１）
奨励賞 （高２）

２０１７年度 文化祭の記録
中学合唱

最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優良賞
優良賞

高校合唱

最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優良賞
優良賞
優良賞

演劇

展示学年部門

展示クラブ部門

模擬店
チャレンジ
クッキング

グランプリ
セミグランプリ
審査員特別賞
最優秀賞
優秀賞
優良賞
最優秀賞
優秀賞
優良賞
審査員特別賞
優勝
２位
優勝
２位
３位

中３Ｂ
中３Ａ
中３Ｄ
中３Ｅ
中２Ｄ
中１Ａ
高３Ｂ

「エトピリカ」，「結-ゆい-」
「今日の日はさようなら」，「ＣＯＳＭＯＳ」
「民衆の歌」，「群青」
「証」，「大地讃頌」
「デイ・ドリーム・ビリーバー」，「群青」
「君をのせて」，「3月9日」
「若しもかの星に」より「樹のぼり」
「蛙」より「蛇祭り行進」
高３Ａ 「雨の来る前」
『青い照明』より「普香天子」
高３Ｃ 『白き花鳥図』より「黎明」
『吹雪の街を』より「吹雪の街を」
高３Ｄ 『雨』より「雨」
『海に寄せる歌』より「鷗どり」
高３Ｅ 「フィンランディア賛歌」
『海に寄せる歌』より「鷗どり」
高２Ｂ 「鷗」
『月光とピエロ』より「月光とピエロとピエレットの唐草模様」
高３有志演劇 「千六百万度で溶けるチョコ」
中２学年演劇 「曲がれ！スプーン」
高１学年演劇 「別れの杯」キャスト・演出
中３ 「百人一首」
高２ 「錯視」
中２ 「犯罪」
鉄道研究会 「切符と改札」
地理部 「コンパクトシティ」
天文部 「系外惑星」
クイズ研究会 「クイ研 ＮＯ ＯＷＡＲＩ」
高３Ｄ有志 「トイ・ストーリーⅢＤ」（からあげ）
高３Ａ有志 「ＧｏｕｔｅｚＬ‘Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ」（ハンバーガー）
「ＳＥＡＺＯＮ」
「丼マイケル」
「生徒」

２０１７年度 体育祭の記録
競技
応援

優勝
優勝

全Ａクラス
全Ｅクラス

１０月 ～１１月 初 め行 事 予 定
１０月１１日（水）～１７日（火）
１４日（土）
１８日（水）～２０日（金）

自宅学習日
期末休暇

２１日（土）

後期始業式、創立記念日・ミサ・講演会

２２日（日）

高校３年実力テスト

２３日（月）～２６日（木）

１１月

前期末考査（１４日（土）を除く）

中学２・３年特別編成授業、

２３日（月）

高校２年実力テスト

２４日（火）

検尿（高校）

２５日（水）

検尿（中学）

２６日（木）

検尿（予備日）

２７日（金）

中学１年～高校１年特別編成授業（７限）、中学３年・高校１年選択説明会

２８日（土）

中学生徒休業日、高校１年・３年実力テスト、高校２年選択説明会
中学３年保護者会

１日（水）

高校生徒会行事

２日（木）

健康相談（中学３年・高校１年・３年の指定者・希望者）

３日（金）

文化の日

４日（土）

高校生徒休業日、中学特別編成授業（４限）

７日（火）

定例保護者会

○ 第８号は１１月７日頃発行予定です。
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