
 

 

 

 

 

 

 

「運を引き寄せる力」 ～ 大谷選手の活躍から ～ 

校長 坂本 勉  

アメリカ大リーグのエンゼルス・大谷翔平選手は投手として９勝、打者として４６本塁打、走っては

２６盗塁と大活躍のシーズンを送りました。投げてよし、打ってよし、走ってよし。抜群の野球センス

にも、驚かされます。この後のＭＶＰの発表に向け、今から楽しみです。 

連日のニュースで流れた大谷選手の活躍ぶりを見ると、努力する姿よりも、努力しなくても何でもは

じめからできてしまう天才としての姿を想像してしまいます。 

実際の大谷選手の姿は、どうなのでしょうか。大谷選手に関するネットの関連記事を読んでみると、

実は、こつこつと努力を重ねる大谷選手の姿が浮かび上がってきます。 

ある試合で、大谷選手が四球を選び１塁へ向かう時にグラウンドの芝生の上に

落ちているゴミをサッと拾い、何事もなかったかのように、おしりのポケットに

入れる姿がアメリカでも話題になりました。 

実は、この行動の背景には、大谷選手の出身校である花巻東高校の野球部の

佐々木監督の教えがあるといいます。 「ゴミは、人が落とした運だ。ゴミを拾うこと

は運を拾うこと。ゴミを拾うことで自分自身にツキを呼ぶ。そんな考え方をしなさい。」 

佐々木監督のもと、高校１年生の大谷選手は、最終目標を「ドラフト１位で８球団から指名される」

と設定しました。そのために必要な行動を洗い出し、毎日毎日、こつこつと具体的な行動としてトレー

ニングの中に、組み込み、取り組んできました。 

実際に大谷選手が、高校１年当時に書いた目標達成シートを見ると、「体づくり」「コントロール」

「変化球」など一流のピッチャーが備えるべき能力を洗い出し、さらに細かく、トレーニングに結び付

く具体的な行動が書き出されています。注目すべきは、「体づくり」や「コントロール」などの野球の

技術面と同じように、「運」という項目が設定されていることです。大谷選手が「運」の項目に書き込

んだ８つの具体的な行動を見ると、「ゴミ拾い」「部屋そうじ」「あいさつ」「審判への態度」「本を

読む」「応援される人間になる」「プラス思考」「道具を大切に使う」と書かれています。 

「運」というのは、自分ではコントロールできないものだと考えがちですが、大谷選手は、この「運」

についても、自分の行動や態度によって引き寄せようと努力を続けてきたことが分かります。 

あるインタビューで、大谷選手は、こう答えています。「試合に勝つか負けるかの微妙なラインは『人間

性』や『運』などの微妙なところで左右されるのではないかと思うので、常にそういった部分をしっかりやって

いけば、大事な場面になった時に思い切ってやれるのではないかと思います。」 

大谷選手のもの見方や考え方に触れ、私自身も大きな刺激を受けるとともに、本校の子供たちが自ら

ゴミを拾う姿を時々見かけることがあります。この子たちに幸運が舞い込むことを願っています。

 
学校教育目標 「自ら学び 心豊かに たくましく生きる児童の育成」       
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表 彰 の主な行事予定   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行    事 

１ 月 6年修学旅行(1日目)  朝学習(国)  彩の国教育週間   読書月間 

２ 火 6年修学旅行(2日目)  朝学習  クラブなし６時間授業(4,5年)    

３ 水 文化の日 

４ 木 朝学習（算）   非行防止教室(②低､③中､④高)   
6年人権教室(5校時)     授業公開(5,6校時)･校内絵画展 ① 

５ 金 朝学習（国） 薬物乱用防止教室(5,6年)              ② 

６ 土  

７ 日  

８ 月 登校指導 朝学習（国） 人権教育の取組(～19日)   ③ 

９ 火 朝学習 委員会 ３年スーパーマーケット見学 

１０ 水 朝読書･読み聞かせ  衛生検査  

１１ 木 朝学習(算)   １年生活科見学 

１２ 金 朝学習(国)    

１３ 土  

１４ 日 県民の日 

１５ 月 朝学習(国) １年下校付添(民生委員さん) 

１６ 火 校長講話    クラブ    

１７ 水 朝読書 衛生検査 １年生活科見学予備日 

１８ 木 朝学習(算)  ロング集会   

１９ 金 朝学習(国)  

２０ 土       

２１ 日  

２２ 月 短縮５時間授業  朝学習  一斉下校14:35  

２３ 火 勤労感謝の日 

２４ 水 朝読書    衛生検査 

２５ 木 朝学習(算)  持久走大会  学校運営協議会    ※職員ノー残業デー 

２６ 金 朝学習(国)  持久走大会予備日  *ちちぶエフエム放送(６年児童会役員出演) 16:30 

２７ 土  

２８ 日  

２９ 月 朝学習(国)  1年下校付添(民生委員さん)   ロング集会予備日 

３０ 火 朝学習    委員会 

２年 生活科見学 10/８ 
秩父まつり会館・市立図書館 ３年 遠足  10/2０ 

秩父ミューズパーク 

４年 遠足  10/２1 
浦山ダム ・ 橋立鍾乳洞 

5年 体験学習  10/22 
荒川ライン下り、焼き板、カレーづくり 
キャンドルファイヤー、校内ナイトウォーク 

 
 県科学教育振興展覧会 秩父地区審査会  

・準特選 ２年 髙田  結 
・優秀賞 ３年 矢部 蒼人、５年 大澤 知隼 
・優良賞 １年 小林 勇翔、３年 門平 啓汰 

 
 発明創意くふう展  

・優良賞 ３年 四方田夢來、４年 齊藤りのは 
 ４年 小久保凉我、６年 萩原実来乃 

 
 
 皆野町 人権作文  

・優秀賞 ４年 植竹 時大 
・入 選 ５年  中 杏菜 、６年 山田 美知 

 
 郷土を描く美術展  

・特 選 ４年 志村 蒼羽 
・入  選 １年 髙橋健太朗、２年 髙野 伊栞 
     ３年 新井 凛音 、５年 青葉 美琴 
     ６年 門平 梓希 

 
 身体障害者福祉のための美術展  

・特 選 ６年 中田 莉彩 
・入 賞 １年 上村 莉緒 、１年 萩原 岬 
     ２年 大前 穂華 、２年 四方田実咲 
     ３年 新井 凜音 、３年 山口 滉太 
     ４年 志村 蒼羽 、４年 福田 悠愛 
     ５年 新井 塁琥 、５年 川井 梓 
     ６年 𠮷村 倫果 

 
 秩父地区 読書感想文コンクール  

・特 選 １年 山口 歩澄 、２年 佐藤 匠 
４年 大前 公聖 、６年 安井 清人 
６年 山口 遼人 

・入 選 １年 須田莉里愛、２年 松澤 里沙 
 ３年 大塚 銀士 、３年 山口 滉太 
４年 飯野 太稀 、５年 大澤 知隼 

 ５年 佐藤佑希乃 

ＨＰ更新中！  
本校ホームペー

ジのデザインを新
しくしました。 
子供たちの学校

の様子や学校から
の大切なお知らせ
を随時アップして
おります。ぜひ、
ご覧ください。 

＜お知らせ＞「皆野町小学生 学力パワーアップ調査」  

 12月３日(金)に1～6年生（２校時 国語 , ３校時 算数）で実施いたします。    
 

※ 出題範囲は、１０月末までに学習した内容です。 ※ 結果は、３学期中に届く予定です。 

 


