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伝えるということ
校 長

上亟 啓介

朝夕に冷気を感じる季節になりました。この時期、澄んだ空気の中から何とも
いえない、凛とした香りがしてきます。金木犀の香りです。金木犀の学名「オス
マンサス」はギリシャ語の「osme（香）＋anthos（花）
」が語源だそうです。毎
年、この花が匂ってくると「いよいよラグビーのシーズンだな」とワクワクした
気持ちになり、週末が楽しみになってきます。さらに今年はワールドカップが開
催されており、日本代表の南アフリカからの歴史を変える勝利、４日後のスコッ
トランド戦は惜しくも敗戦となりましたが、残りの２試合が楽しみです。
東中発表会の「ビブリオバトル」
さて、去る 19 日に開催した「東中発表会」には、300 名を超える保護者並びに
地域の皆様にお越しいただき、子どもたちにとっても大きな励みになりました。心より御礼申し上げます。
各発表とも日ごろの学習の成果がよく出ていたと思います。弁論、報告、そして各部の発表等、手段は異なってもそ
れぞれの「伝えたい」という思いは、見ている我々によく伝わったと思います。昨今、コミュニケーションの重要性に
ついて様々な場所や機会で述べられていますが、改めて「伝えるということ」の大切さを感じました。特に、３年生の
３名によって行われたビブリオバトルは、各自が「読ませたい」本についてプレゼンを行うという、まさに「伝えると
いうこと」を競うものであり、大変興味深く観戦しました。これは、３年生が国語の授業で取り組んだものの集大成で
あり、各クラスの予選を勝ち抜いた生徒が、クラス代表として出場したものです。紹介された３冊「イノセントブル
ー」
「トムは真夜中の庭で」
「夜行観覧車」については私も読ませてもらいました。自分だったらどんな紹介をするかな
と思いながら３人の話を聞きました。
「伝えたい」という思いを適切な言葉でわかりやすく相手に伝えるためには、そ
の内容について普段の何倍も時間をかけて学習し、自分のものとする必要があります。自分の経験からいっても必要
に迫られてというプレッシャーは、充実した結果につながるものです。そんな意味で３年生は大変実のある勉強をし
たなと思います。また、本気で伝えたいと思ったことをどう伝えるかについて練り出された言葉は、言葉の重みが違
います。今回の東中発表会を通して子どもたちは「伝えたい思いを伝えるということ」の大切さについて改めて学ぶ
ことができたのではないでしょうか。
ぜひ、来年度も聞いてみたいなと思っています。
３年生を対象に実施された「全国学力・学習状況調査」の結果についてお知らせ
します。教科に関する調査（国語・数学・理科）の本市の平均正答率は、すべて全
国平均を上回る結果となっています。本校の結果は、数学Ｂ（応用）が市平均を 1.7
ポイント下回ったこと以外は、すべて市平均を上回りました。特に国語は好成績で、
３年生国語の授業
国語Ａ（基礎）
、国語Ｂ（応用）それぞれ 1.7 ポイント、5.5 ポイント市平均を上回る結果となりました。数学Ｂにつ
いては、図形の領域に課題があることがわかっていますので、さらに分析を進め、指導に生かしていきたいと考えて
おります。
また、同時に実施された「生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査」の結果ですが、
「将来の夢や希望を持ってい
る」
「学校に行くのは楽しいと思う」
「自分にはいいところがあると思う」といった質問項目に若干課題が残る結果と
なっています。これは、
「本校の生徒は、力もあり、よく努力し、よい結果も残しているのにもかかわらず、自分に自
信がもてていない」ということととらえています。今後、これらの調査結果をもとに子どもたち一人ひとりが自信を
もてるような支援に努めていきたいと考えております。今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

学校教育目標

輝く命 生きる力

目指す生徒像

○たがいに鍛え、競う生徒
○たがいに結び、励む生徒
○たがいに求め、学ぶ生徒

大宮ライオンズカップ サッカー大会 第３位
サッカー部 大宮東 １－２ 土呂（準決勝）

埼玉県秋季ジュニアバスケットボール大会さいたま市予選
女子バスケットボール部 大宮東 79－46 常盤 （３回戦）
25－60 埼玉栄（準々決勝）

小・中一貫いじめ撲滅会議 黒澤 レイ 生徒会副会長
今年度の小・中一貫いじめ撲滅会議では、昨年度のさいたま市子ども
会議で採択された「いじめ撲滅！さいたま宣言」の実現に向けての具体
的な取組について話し合われました。まずは、具体的な取組に向けても
っとも重要ないじめの境界線について話し合いました。その結果、
「い
じめ・いじり・あそび」の３つに分け、
「いじり」と「あそび」は生徒一
人ひとりが目を配り、いじりを受ける人が少なくなるようにします。
「いじめ」と「いじり」は生徒会や学級
委員会などがまとまり、相談してもらうという境界線をまとめました。この境界線に基づき、大きく分けて２
つの取組が決まりました。１つ目はいじめを防止する取組です。あいさつ運動やつぼみの日などを活用し、い
じめをさせない雰囲気を作っていきます。２つめはいじめを相談しやすくする取組です。意見箱や小中の交流
を通して、もしもいじめがあった時に相談しやすくし、できるだけ早く対処できるようにしていきます。我々
生徒会執行部や学級委員会はこれからもいじめ撲滅に向けて取り組んでいきます。ご協力お願いします。

さいたま市中学生子ども会議 ８月６日（木）白鳥 雄大 ３年学級委員長
今回の会議では、さいたま市の中学生がいじめをなくすために何ができるのか
について話し合い、革新的な意見が活発に出されました。私はその中で、近隣の中
学校とのグループ協議の中で議長を、全体会で副議長を務めさせていただきまし
た。百人以上いる中での会議でしたので、とても緊張しぎこちない進行となってし
いじめ防止シンポジウムにて
まいましたが、そんな大規模な会議の中で重要な役職をやり遂げることができたことは、私にとってとても有
意義な体験でした。会議の中では、いじめをなくすためには周りの人が相談しやすい環境を作りいじめられて
いる子の気持ちをくみ取れるようになることが重要であるという結論に達し、大人と子どもが協力していじ
めを撲滅していくことを再確認しました。今回の会議で分かった「協力すること」の重要性を、今後生かして
いきたいと思います。

さいたま市中学生海外派遣【8/5～14 ニュージーランド】福西 鈴穂（３年３組）
私は今回、このプログラムに参加して様々なことを経験しました。たとえば、生活習慣の違いです。ニュー
ジーランドの学校には給食がありませんが、ブレックファストティータイムというものがあり、学校で軽食を
とります。ホームステイ先のお宅では、
「お腹がすいたら冷蔵庫から自由に食
べていいよ」と言われたのも驚きでした。また、学校内はすべて下履きのま
までしたが、家庭では靴を脱ぐという習慣の家もありました。家でも靴を脱
がないと思っていた私にはこれも驚きでした。そして、ニュージーランドの
人は皆、フレンドリーでした。これらの経験を経て、私は日本の良さ、特に
よく整っている生活環境のよさを改めて知ることができました。

東中発表会 ９月 19 日（土） 小林 航汰朗 生徒会長

貴重な体験をしてきました

今年度の東中発表会は、昨年度よりもたくさんの保護者の皆様、地域の皆様、ご来賓の皆様にお越しいただ
きました。生徒会執行部が主体となり、一から作り上げることのできる最初で最後のビッグイベントが成功し
たことは本当にうれしく思います。今年度、生徒会執行部はプログラムの制作配布や、東中発表会の運営の主
体となり、準備を進めてきました。また発表では、ビブリオバトルや有志団体の剣道の試合、ジャズ曲の演奏
などで大いに盛り上がることができました。今年度の生徒会執行部の目標である Sprit of East＝東中魂 を

達成することができたと思います。

生徒の発表、参会者の応援により会場が一つになり、とてもいい雰囲気になりました。

中部地区社会福祉協議会主催「会食サービス」９月 12 日（土）男子バスケットボール部
徳光 航太くん（２年１組）
、日柴喜 友介くん（２年１組）
、對馬 涼太くん（２年２組）
、溝口 優希くん（２
年２組）氏家 悠斗くん（２年４組）が参加しました。
徳光 航太「僕は初めて会食サービスボランティアに参加して、お年寄りの方々にすごく元気をもらいまし
た。僕はあまり人と話すのが得意ではないけれど、自分から積極的に話しかけると、笑顔で答えてもらえたの
ですごくうれしかったです。またたくさん話しかけてもらえたので、いい時間になりました。
」
日柴喜 友介「今回、この体験を通して、一緒に食事をした中部地区の方々との温かさを感じ取ることができ
ました。僕は、中部地区の皆様とたくさんの話をしました。部活動の話やオリンピックの話など、本当に様々
な話をしました。そんな話を笑顔でできたのは、温かさの他にはないと思います。
」
氏家 悠斗「僕は、会食サービスに参加して、普段話す機会がなかなかないお年寄りの人たちと話すことが
できたり、みんなで歌を歌ったりなど、楽しい貴重な体験をすることができました。また機会があったら会食
サービスに参加したいです。
」

さいたま市中学校新人体育大会 10 月２日～９日 団体種目初戦の予定
野球
サッカー
男子バスケットボール
女子バスケットボール
女子バレーボール
男子ソフトテニス
女子ソフトテニス
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vs 与野東、原山
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岩槻北陵高校
堀崎 G
記念総合体育館
槻の森体育館
記念総合体育館
浦和コート
浦和コート
大宮武道館
大宮武道館
記念総合体育館
記念総合体育館

壮行会での決意表明

さいたま市駅伝競走大会（10 月 22 日）に向けて 高田 聖・神宮 杏樹 駅伝部長
大会に向けて朝を中心に練習を始めました。私たちは上位を目指し、練習から声を出し、全力で取り組んで
いきます。そのために３年生全員が下級生を引っ張ってチームを一つにまとめていきます。

合唱コンクール 10 月 21 日（水）市民会館おおみや大ホール 13 時 10 分開場 13 時 30 分開演
開校記念日 10 月 13 日（火）本校は第 69 回目の開校記念日を迎えます。
本校は「大宮市立第一中学校」として、昭和 22 年の学制施行を機に誕生しました。開校
したときは、大宮小学校の校舎を借りていたとのことです。最初の卒業生は 60 名でした。
開校から２年後の昭和 24 年４月に「大宮市立第一中学校」より分離し、
「大宮市立東中学校」
と名称を改めました。この印は「大宮市立第一中学校」の印です。本校の歴史が始まった当
時、使われていたものです。

