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夢と希望（目標）をもつこと！
さいたま市立岸中学校
校 長
星野 貞邦
新緑が目に眩 しい季節 となり、新年 度が始ま って早１ヶ月 が立ちま した。職員室 は新しい 先
生方を迎え、 活気に満 ちています。 生徒たち も新しい学級 や友達、 先生との出会 いなど、 新 し
い環境での生 活や学習 などが本格的 にはじま り、授業や部 活動に頑 張っている姿 を多くの 場 面
で見かけます 。特に１ 年生は、新し い環境の 中での緊張が 続き、少 し疲れぎみの ようにも 感 じ
ますが、部活 動の本入 部も始まり２ ・３年生 とともに楽し そうに練 習をしており 、少しず つ で
すが中学校生 活にも慣 れて来たよう です。
さて、ヨー ロッパに こんな話があ ります。 森に迷い込ん だ 二人の 男の話です。 一人の男 が 大
きな森の中で 道に迷っ てしまった。 昔のヨー ロッパでは森 は悪魔の 住むとても怖 い場所で あ っ
たが、男は自 分の力に 自信があった ので、少 しも恐怖や不 安を感じ ることなく、 出口を目 指 し
て黙々と歩い た。しか し、何日歩い ても出口 は見つからず 、さまよ うばかり、男 がふと周 り を
見回すと、そ こは道に 迷った最初の 場所であ った。男は、 困り果て て座り込んで しまった 。 別
の男も森に迷 い込んで しまった。男 はあわて ず、じっくり 考えて、 空を見上げて 目標の星 を 見
つけ、その星 を頼りに しながら、方 向を見定 めて歩き、や がて大き な 森から抜け ることが で き
た。この話か ら皆さん はどんなこと を学ぶで しょうか。
私は、生徒が 中学校時 代に 将来の夢 や希望（ 目標）を育ん でほしい と思います 。 皆さんは 、
中学校卒業後 もこれか ら先、何十 年の未来 に 向けて歩んで いくこと になります 。
「人 生」という
「森」を歩く 上で重要 なのは自分の 目標をき ちんと見つけ ることだ と思います。 先ほどの 男 の
話で言えば 、自分を 照 らしてくれる 星、道 し るべとなる星 をみつけ ることです 。
「自 分は こんな
仕事をしてみ たい 」「 こんな生き方 をしたい 」「こん なことが でき るようになり たい」と いう目
標を立てるこ とが重要 になります。 将来の自 分をいつも想 像し、そ の自分のため に今何を す べ
きかを考える ことが今 の皆さんにと って一番 必要なことで あると思 います 。
３年 生は、自 分の進路 の実現に向け 勉強する 時です。それ はもちろ ん目指す高校 や 会社に 合
格するためで もありま すが、この先、人生の 岐路に立つと き、
「 勉 強でつけた力 」と「将 来への
目標」が皆さ んの「星 」となって「 進むべき 道」を必ず示 してくれ るはずです。
１・２年生も 道しるべ と なる星を見 つけてほ しいと思いま す。自分 の目標をしっ かり決め 、
進むことです 。決めた 目標は自分を 照らす星 となって毎日 の生活の あり方を示し てくれる は ず
です。将来に 向けての 夢のような目 標でも、 目の前にある 部活や勉 強の目標でも 、趣味に 関 す
る目標でも、 どんな小 さく てもいい から何か 具体的な目標 を一つ決 めてください 。
最後に、新年 度がスタ ートして、各 学級のこ と、友達のこ と、部活 のこと、学習 のこと、 お
子さんはどん な話をご 家庭でしてい ますか。 この時期、友 だちと離 れて少し元気 がない子 、 妙
にテンション が高くな っている子、 部活や学 習で少し悩ん でいる子 など環境が変 わって少 し 心
配な面が出て くる場合 があります。 このゴー ルデンウイー クに、ご 家庭で子ども の話を聴 く 場
面を作ってい だだき、 お子さんの話 をよく聴 き、頑張って いること は「褒め」、 心配なこ と を
的確なアドバ イスをし てあげてくだ さい。

