
 

 

 
  「選挙権年齢の引き下げ」        校 長  水 野 英 利 

                                         

今夏も大きな怪我や事故がなく、おかげさまで二学期の始動も平穏の中行うことができました。ご家

庭でのご協力に感謝申し上げます。 

 

 さて、選挙権年齢が引き下げられることになりました。来年の参院選から高校３年生の一部を含めた

18、19 歳の若者およそ 240 万人が新たな有権者となります。先日、本校で行われた生徒会役員選挙の

際も、区の選挙管理委員の方が来校し、お話しをしてくださいました。選挙権＝成人という結びつきを

長らくあたりまえのように思ってきた私には、学生が、まして高校生が国政に一票を投じることに、少々

違和感を覚えました。しばらくして、自身の立場もあり、これからの時代を担う子どもたちが、２年早

まった成人の証までに、何を準備しておけばいいのだろうと考えるようになりました。 

 この夏、私は山口県萩市にある松陰神社を訪れまし

た。目的は境内にある松下村塾です。ユネスコの世界

遺産登録と某テレビ局の大河ドラマがきっかけでし

た。大きな鳥居をくぐった境内の中ほどに塾はありま

した。小屋のような建物には８畳ほどの座敷があり、

扉のない軒先の間口からは中を容易に覗くことがで

きます。そこには、吉田松陰の肖像画と石像が並んで

いました。明治維新の原動力となった久坂玄瑞、高杉

晋作、伊藤博文らの多くの逸材がここで育ったのかと

思うと感慨深いものがありました。 

 塾生は、今でいう小学生から大学生ぐらいの年齢層

だったといいます。幕末の動乱期とはいえ、小学生が

国の将来を案じて何を学び何を語っていたのかと思

うと、ここが異空間のように感じました。ただ、松陰は 9 歳にして藩校の明倫館で講義をしたという史

実からすれば、同世代が塾生にいても何の不思議もありません。この時、ふと選挙権の年齢のことを思

い出したのでした。この時代に、もし今のような選挙制度があったなら、幾つにして選挙権が与えられ

たであろうかと。民主主義や男女の参画など今とは比較できるものではありませんが、志士の生き様を

考えると、今を切なく感じてしまいます。 

 現在の若者にも長所はあります。特にＳＮＳなど情報スキルに関しては、若者の右に出る世代は登場

しません。今回の選挙権年齢の引き下げも、そうした長所が社会への関心を生むツールとなることを期

待しているようです。しかし、豊かな時代に育った今の子どもたちは、ものの豊かさに反比例するかの

ように心の貧しさを感じます。せめて選挙権を得るまでには確かな心の持ち主として世に送り出したい

と思うと、２年の早まりをどう取り戻したらいいのか、また悩むところです。  

萩市の明倫館跡地には明倫小学校が建っていました。この明倫小では吉田松陰の教育精神を大切に引

き継ぎ、毎朝、松陰の言葉を学年ごとに朗唱しているのだそうです。 

親思う こころにまさる 親ごころ きょうの音ずれ 何ときくらん 

これは小学校 1年生の朗唱文です。どこまで内容を理解できるか。それは、今でなくていいのでしょ

う。いつかきっとこのことばが支えになり、自分も世の中も変わっていく。そんな期待を感じます。萩

市の小学生と松下村塾の塾生が重なって見えました。 
昨今の殺伐とした事件を嘆いてばかりいては何も変わりません。選挙権の年齢が引き下げられれば成熟
した人間も早期に求められるのです。そのためにも心の充実には、早くにしてたくさん 
の種をまいてあげなくてはなりません。成長には時間がかかります。しかし、こつこつ 
と松陰の言葉を朗唱する小学生のように、今からでも良いもの、良いことにたくさん触 
れ、心を耕し、選挙権を得られる１８歳が多くの人に祝福されるように、自戒を込めて 
取り組んでいきたいと思います。 
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9 月 12 日（土） 
 土曜授業日（学校公開）
に第2学年の職場体験学習
まとめ発表会がアリーナ
で行われました。体験した
事業所ごとのポスターセ
ッションでの発表でした。
各発表では、それぞれ工夫
され、わかりやすく発表し
ていました。当日は、事業
所の方々もご来校くださ
り、活気ある発表会でし
た。 
 

 
水泳部 杉並区総合体育大会 

３年男子 50ｍバタフライ 野口栄典 １位 

１年男子 50ｍバタフライ 上村真司 １位   

２年男子 50ｍ平泳ぎ   細川陽平 ３位 

東京都中学校学年別水泳競技大会 

     ３年男子 50ｍバタフライ 野口栄典 ６位 

     １年男子 50ｍバタフライ 上村真司 ６位 

ソフトテニス部 夏季研修大会(個人戦)  

大石･村松ペア 優勝 御室･長谷川ペア 準優勝 

新人選手権大会 個人 大石･村松ペア３位（都大会へ） 

長幡･村井ペア ベスト８ 

        団体 ３位（都大会へ） 

剣道部 夏季第３ブロック個人戦入賞・東京都中学校選手権大会出場 

野球部 荻窪地区大会 3年優勝 新人戦準優勝･中体連秋季大会 ﾍﾞｽﾄ 8 

バレーボール部 私立中高協会第９支部大会 3位・杉並区区民体育大会 ３位 

バスケットボール部 杉並区夏季研修大会 男子Ａリーグ２位 

私立中高協会第９支部大会 ２位 

吹奏楽部 東京都中学校吹奏楽コンクール 東日本部門 金賞 
 

 

 9 月 10 日（木） 
桃二小の６年生が９教科１３コースに分かれて、中学校の授

業を体験しました。先生方がいろいろと工夫したり、３年生が
ボランティアで手伝うなど、どの教科も楽しい授業内容になり
ました。授業後は３年生の案内で校内見学したり生徒会役員に
よる学校説明会があり、松溪中を知ってもらうよい機会になり
ました。(西田小は臨時休校のため参加できませんでした) 

 9 月 7 日（月）～1１日（金） 
運動部・文化部計 12の部活に、のべ 136人の小学生が体験を

しました。雨の多い週でしたが、いったん玄関ホールに集合し、
顧問の先生が迎えに来てくれて、それぞれの活動場所に移動し
て行きました。わずか１時間でしたが、一生懸命にそれぞれの
部活動を体験していました。 

   

   

 9 月 15 日(火) 
生徒会役員立候補者の立会演説会と選挙

が 15 日に行われました。今年度は立候補者
全員の顔写真を昇降口に貼るなど選挙を盛り
上げました。また、立候補者の演説に先立ち
杉並区選挙管理委員会の方から選挙･投票に

向けてのお話を聞きました。立候補者たちも
自分の思いをしっかりと述べ、演説会後すぐ
にアリーナで投票しました。今回の投票でも、
杉並区の選挙管理委員会から投票箱や記入
台を借りて行いました。生徒会役員選挙の意
義を考えて欲しいということで、できるだけ本
当の選挙に近い形で投票を実施しています。 

 
◇オータムコンサート<9 月 5 日(土)> 
区内の中学校吹奏楽部の演奏会が

杉並公会堂で行われ、松溪中吹奏楽部
も参加しました。夏のコンクールで金
賞を受賞した曲を含め２曲を発表し
ました。 
 
◇松溪中環境学習<8 月 25 日(火)> 
 中学生環境サミット事業に係る環境学習の一環として、松溪
中生徒６名が、身近な河川である善福寺川の水質や生き物につ
いて学校支援本部や区のファシリテーターの方々のご協力を得
て現地調査を行いました。善福寺川についての理解と環境保全
について関心を持つ機会となりました。 

 
 

  ９  月 10 日 (土) あそび市 
２８日 (月) 朝礼・安全指導・教育実習Ⅱ始 13 日 (火) 舞台リハーサル 
２９日 (火) 合唱コンクール自主練習期間終 14 日 (水) 生徒集会・職員会議 
３０日 (水) 合唱特別練習期間始・職員会議 15 日 (木) 到達度テスト（3 年） 

  １０ 月 16 日 (金) 前日準備・学年リハーサル（全学年） 
１日 (木) 校外学習事前指導（１年） 17 日 (土) 文化発表会（展示）始・教育実習Ⅱ終 
２日 (金) 校外学習（１年） 19 日 (月) 合唱コンクール（杉並公会堂）・弁当持参 
５日 (月) 合唱学年リハーサル（２年） 20 日 (火) 振替休業日 
６日 (火) 専門委員会・避難訓練・専門委員会 21 日 (水) 学年会 
７日 (水) 子小中合同研修会 22 日 (木) 小児生活習慣病検診 
８日 (木) 合唱学年リハーサル（３年） 23 日 (金) 文化発表会（展示）終 
９日 (金) 進路説明会（３年）保護者対象 26 日 (月) 専門委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職場体験学習発表会 


