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「やさしさを貰ったら」
校長 上亟 啓介
先月号で、あっという間に師走になると書きました。本当にその通りだと思います。２学期の行事もほとんどを
終え、今日は１，２年生の期末テスト１日目です。朝から張りつめた空気が流れています。
合唱コンクールが終わって一か月が過ぎましたが、いまだに「ふるさと」のメロディーが頭から離れません。年
をとったせいでしょうか。７０周年の懇親会で、ＰＴＡや地域のみなさんとともに歌った「ふるさと」も印象に残
っています。歌は、歌詞の意味を考え、イメージを膨らませ、そのイメージを共有してクラス一つになって歌いあ
げる。合唱コンクール直前に臨時講師としてお迎えした K 先生の言葉です。歌の歌詞以外でも毎日の生活の中で、
言葉の意味を考える時間を作ると、そこからいろいろなものが見えてくるような気がします。
先日何の気なしに見ていたテレビ画面に古舘一郎さんが映っていました。古舘一郎と聞くと、私のイメージは、
すぐにプロレス中継になってしまいます。プロレスのアナウンサーといえば、元祖は徳光アナでしょう。子どもの
頃、ある番組でデストロイヤーに四の字固めをかけられ、悶絶していた徳光さんの顔が忘れられません。ＴＶ局は
違えども、その後継者となったのが、言葉の魔術師（私が勝手に命名）古舘一郎でした。
話の前後は覚えていませんが、そのＴＶ番組の中で、古舘さんが会話の中で引用していた歌詞に心を射抜かれた
ような気がしました。
「生きているということは 誰かに借りをつくること

生きていくということは その借りを返してゆくこと」
。

作曲：中村八大、作詞：永六輔、
「いきているということは」という曲の歌詞です。
この歌詞の意味を考えてみましたが、なんとなくわかりそうでわからない、わからないんだけど、わかるような
気がする。生きているということは、存在。生きていくということは、継続・現在進行形。自分が存在していると
いうことは、いろいろな人から助けられているということ。自らの明確な意思で、今できることを返していこう。
というようなことでしょうか。試験の問題ではないので、解釈は人それぞれで良いと思います。自分の人生を考え
ても、随分いろいろな人に助けられてきたなと思います。しかし、
「借り」はまだ返せていないと思っています。年
の終わりにあたり、今年１年の反省も含め考えてみました。
そんな話を家内にしていた時、こんなのもあるわよと、柴田ト
ヨさんの「くじけないで」という詩集を手渡されました。その詩
集に「貯金」という詩があります。この詩を紹介し、今年の「学
校だより」の締めくくりとしたいと思います。
「私ね 人から やさしさを貰ったら 心に貯金しておくの
さびしくなった時は それを引き出して 元気になる あなたも
今から 積んでおきなさい 年金より いいわよ」
【赤ちゃん・幼児ふれ合い体験より】
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１１月５日（土）５位入賞！！

鵜野楓奈（2 年）

「県大会５位という成績を残すことができたの
関口杏璃（2 年） は、本番まで『みんなで協力し、チームを一つに
岡田空 （2 年） しよう！』という気持ちがあったからです。走る
のは一人でしたが、みんながいてとても心強かっ
森下美風（3 年） たです。強い気持ちが走りにも出てとても自信に
網野碧波（2 年） なりました。走ることがこんなにも楽しいものだ
と知ることができました。
（３年 森下美風）
」
１区鵜野さんの力走

第７１代生徒会役員任命式１１月８日（火）
11 月 8 日の生徒会朝礼において第 71 代生徒会役員の任命式が行
われました。新会長の言葉には、71 年目に向けた力強い決意がみ
なぎっていました。以下新役員の紹介です。
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次の１０年に向けて新しいスタート
第７１代生徒会の活躍に期待！！

（女子剣道部）１１月１２日（土）

今回の会食サービスには、女子剣道部の２年水谷優里さん、西田
早希さん、池田桃子さん、渡邉理央さんの４名が参加しました。
「会
食でお年寄りの方々と会話や食事をすることで関係が深まったと
思います。
（水谷）」
「受付をしたり、準備をしたりと大変でしたが、
また参加したいと思いました。（西田）」「私は人見知りでボランテ
ィア活動に参加することはあまりありませんでしたが、自分にプラ
スになることが多かったです。（池田）」「おいしい食事を一緒にい
ただく貴重な時間をいただけて感謝しています。
（渡辺）」

とうちゃれでお茶会を開催

ピコ太郎のものまねを披露

１１月１２日（土）

今回のとうちゃれでは、９月に各自が作ったお茶碗を使ってお茶会を催しまし
た。自分で作ったお茶碗で飲むお茶は格別な味だったと思います。参加者からは
「わび・さびを感じながらおいしいお菓子とお茶をいただきました。（１年小林
賢汰）」
「初めてお茶を立てました。お茶を立てる仕草は綺麗な動きだなと思いま
した。（１年佐藤妃奈子）
」
「日本の伝統を体験できました。上品な心を学べまし
た。（２年中村真彩）」「日本の伝統的な文化を学ぶことができてよかったです。
（２年淡路泰雅）
」などの感想が寄せられました。
心静かにお茶を立てます

３年生

赤ちゃん・幼児ふれ合い体験を実施

１１月１８日（金）から３年生が学級毎に、技術・家庭科の時間に「赤ちゃ
ん・幼児ふれ合い体験活動」を大宮愛仕幼稚園にて実施しました。生徒からは
「自分達が作った玩具で子供たちが楽しく遊んでくれて良かった。
」
「子供たち
が抱きついてきて、とても愛おしく感じました。
」
「目線を合わせて話すことの
大切さがわかった。
」
「小さいながらも個性があるんだなと感じました。」
「アク
ティブで元気いっぱい、とても疲れました。
」などの感想がありました。自他
の生命を尊重する態度の育成につながる体験活動でした。

レッツ・ジョイン！クリーン活動に参加

11 月 20 日（日）

青少年育成中部地区会・青少年育成東部地区会主催のレッツ・ジョイン！
クリーン活動が行われました。この活動の目的は「青少年の社会参加活動
及び青少年健全育成活動の促進を図る。
」ことであり、今年度も１・２年生
を中心に部活動単位で参加し、大宮駅から学校までの歩道や学校周辺地域
の清掃活動を行いました。９時から１０時までの１時間でしたが、生徒た
ちは地域をきれいにしようと一生懸命に活動しました。
（参加人数：生徒２２１人、保護者・地域関係者２４人、教職員２５人）

かけがいのない存在

３年生も参加しました！

１年校外学習（上野・浅草方面）

１１月２２日（火）

11 月 22 日、１年生が校外学習を実施しました。詳しい様子は東
中 Today でも紹介しましたが、大きな事故もなく充実した校外学習
になりました。
「天候にも恵まれ、今回の校外学習では初めてながら
も様々なことを学べ、学年で協力できとても充実した１日だったと
思います。班別行動をしている際、皆が笑顔だったことが何よりの
証拠です。これからも校外での学習は何度もありますが、その一つ
ひとつが思い出に残るように学年の皆の力を合わせて頑張っていき
ましょう。
（実行委員長 酒巻芽明）
」

スケアードストレイト（交通安全教室）

11 月 26 日（土）

交通事故の恐怖を直接体験し、交通安全への意識を高めるために、スタ
ントマンのスーパードライバーズの皆さんを講師に招き、スケアードスト
レイト・交通安全教室を開催しました。スタントマンの方が実際に起こっ
た交通事故を再現するのを間近で見て、生徒たちは交通事故の怖さを知る
とともに、普段の自転車の乗り方、交通マナーを考えるよい機会となりま
した。交通安全に関しては生涯を通して『100 点満点』を取り続けていき
ましょう。

部活動等の記録

～健闘を讃える～

みんなで協力し学習しました

事故を目撃したら 110 と 119

・女子バスケットボール新人体育大会県大会 第３位
２回戦対戸塚西中（97-31 勝利） ３回戦対東松山東中（114-16 勝利）
４回戦対久喜中（86-25 勝利）
決勝リーグ 対所沢山口中（46-65 惜敗） 対埼玉栄中（65-37 勝利）
対春日部豊野中（56-75 惜敗）
「例年と比較して、技術も身長もないので、大きい相手や技術のあるチ
ームにとても苦戦しました。今回の大会でたくさんの課題が見つかっ
たので、個人の課題・チームの課題をしっかりと理解し、次の大会に
新たな目標に向けて頑張れ！
向けて頑張っていきたいと思います。
（キャプテン 岡田 空）」
県ベスト５に選出された
第２２回伊勢原チャンピオンシップ優勝
岡田さんの鋭いドリブル
第２１回秋季長野カップ優勝
和歌山県中学校バスケットボール招待大会優勝
・卓球女子新人体育大会県大会団体戦 １回戦惜敗 対上里中（０－３）
卓球女子新人体育大会県大会個人戦 1 年 加藤里奈 ２回戦惜敗
・剣道女子新人体育大会県大会個人戦 2 年 水谷優里 １回戦惜敗
・吹奏楽部 第 40 回埼玉県アンサンブルコンテスト １１月１１日（金）クレアこうのす
金賞 木管八重奏
春山紗玖來（2 年）
、徐輔雅（1 年）
、宮野恵輔（2 年）、内山優海（1 年）
阿部寿々菜（2 年）
、西川眞央（2 年）、久保寺琴未（2 年）
、岡部桜（1 年）
銀賞 打楽器四重奏 山岸麗羽（1 年）
、髙橋杏奈（1 年）
、藤井光葉（1 年）、徳重咲（1 年）
※木管八重奏は、１２月１０日（土）所沢市民文化センター・ミューズで開催の県大会に出場します。
・中学生「税についての作文」入選
関東信越国税局長賞 ２年 齋藤 はな
さいたま市長賞 ３年 小林 櫻
関東信越税理士会大宮支部長賞 ３年 南 和花
優秀賞 ３年 大内 舞衣
・薬物乱用防止啓発ポスターコンクール 埼玉県薬剤師会長賞 ３年 加藤 由香
・「私たちの自然を守ろう」コンクール・作文部門 朝日新聞社賞 ２年 齋藤はな
・大宮区児童生徒美術展入選
１年 加藤里奈、鈴木浩平、西野杏望、山岸麗羽、相田紗貴、藤井光葉、五十嵐理紗、坂井海帆
白鳥夢依、髙橋杏奈、山﨑悠平、近藤心香、杉山莉央和、三浦桃果
２年 村山碧、淡路泰雅、小林鈴果、水谷優里、白井舞乙、長瀬陽
３年 辻真優佳、中村亮太、中村祐太

