
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

「まだ、山は降りていない。登っている。」 
市ヶ谷のマザーテレサと呼ばれている女性がいます。訪問看護師の秋山正子さんです。産婦人科

病棟の看護師をした後、39 歳のとき訪問看護の道に入りました。肝臓がんの姉を自宅で看病した

ことがきっかけでした。その後、終末期の患者を積極的に受け持つようになり、その仕事ぶりが評

判になって、10 年を過ぎる頃にはたくさんの依頼が寄せられるようになりました。その頃、一人

の男性の看護を依頼されます。桃川弘二さん、46 歳。がんで余命３か月と診断されていました。

弘二さんは、元来が物静かな人でしたが、心の内の話はもとより世間話すらほとんどしませんでし

た。患者さんが心の苦しさを打ち明け、家族で辛さを共有するのは、残された時間を有意義に過ご

すために重要なことです。重い荷物を背負って苦しんでいるのだろう。何とかそれをはき出させ、

楽にしてあげたい。秋山さんは看護をしながら声をかけ続けましたが、一言二言ぼそっとした言葉

が返ってくるだけでした。３か月を過ぎる頃には、弘二さんはベッドから起き上がれなくなりまし

た。残された時間は少ない。ある日、秋山さんは意を決して思い切った言葉を伝えました。弘二さ

んが高校生の頃から山登りが好きであったという話を耳にして、登山にたとえてこう切り出しまし

た。「山を降りているんだから、そろそろ荷物を下ろしたらどうですか。」すると、ほとんど返事も

してくれなかった弘二さんが、はっきりとした声で答えました。「まだ、山は降りていない。登っ

ている。」秋山さんははっとしました。弘二さんは、まだあきらめていない。強い気持ちでがんと

闘っている。８日後、家族に見守られ弘二さんは息を引き取りました。秋山さんは改めて思いまし

た。人は強い。人にはそれぞれの生き方があり、それぞれの最期がある。そして、その最期の日々

に寄り添う仕事は、とてつもなく奥が深い。あの日から 10数年。秋山さんは、仕事がうまくいか

ないとき、悩み込むとき、ことあるごとに弘二さんの言葉を心の中でつぶやいてきました。「まだ、

山は降りていない。登っている。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒359-1118  所沢市けやき台２－４４－１     ℡ ０４－２９２２－４１３８（ＦＡＸ:４１３９） 

http://www.tokorozawa-stm.ed.jp/tokorozawa-jh/k E-mail tokorozawa-j@tokorozawa-stm.ed.jp 

【特色ある学校づくり宣言】 本校は、さわやかな挨拶・心に響く合唱・地域に根ざす学校を目指します。 

所沢市立所沢中学校 学校だより 

所中だより 
令和３年７月１日  第４号 

学校教育目標 

＜自主的な生徒＞ 

心豊かな生徒（感謝） 

自ら学ぶ生徒（挑戦） 

たくましい生徒（忍耐） 

校長 岩 間 健 一 

 

＜確認とお願い＞ 新型コロナウイルス感染に関する土日・祝日の緊急連絡先：（学校専用携帯電話）
０９０－９８２１－８５７１。お子様や同居のご家族がＰＣＲ検査等で陽性の判定を受けた場合、
及び感染が疑われる場合（濃厚接触者、ＰＣＲ検査の対象になる場合）は、連絡をお願いいたします。 

＜現時点における今後の主な学校行事の方向性について＞(今後、変更の可能性もあります。) 

① １・２年生自然体験教室：１０月に延期をして、当初予定していた１泊２日・長野県白樺湖
周辺で実施予定。現時点では、１年生：１０月１７日（日）・１８日（月）、２年生：１０月
１８日（月）・１９日（火）を予定。今後、平日で宿泊可能な日が確保できれば、平日に変
更することもある。 

② ３年生修学旅行：７月７日（水）～９日（金）の２泊３日・奈良京都方面で実施予定。 
③ 体育祭：実施日を 9月 11日（土）→9月 10日（金）に変更。昨年度同様、感染症対策と

して、競技・内容を縮小・変更し、午前中で実施。保護者の参観については、体育祭練習を
含めて分割しての参観を検討中。 

④ 合唱コンクール：実施したいが、練習時における 3 密を防ぐ条件整備が難しい（全校で同
一時期に合唱練習をしていくための場の確保等）。また、当日の全校でのミューズ開催は人
数からも難しい。実施の有無、及び別形式（学年別で体育館実施等）の検討を行っていく。 

＜生徒のスーパークールビズ対応＞ 本日７月１日（木）より、暑さ対策の一環として、生徒が自ら

の判断で体育着のまま下校する『スーパークールビズ対応』を実施しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月 
 １(木) 期末テスト２日目、短縮４時間 
２(金) 短縮５時間授業、専門委員会 

Chromebook 家庭持ち帰り(袋用意) 
５(月) Chromebook 持参登校 
６(火) 尿検査２次 

３年４時間授業（４校時：修学旅行事前指導） 
７(水)～９(金) 修学旅行(３年 奈良・京都方面) 
８(木) 木曜日課 
９(金) 体育祭選手決め(１・２年・５・６校時) 
１２(月) 生活アンケート実施(朝)、短縮４時間授業 

安全点検、給食費等引落 
１３(火) 生徒会朝会、短縮５時間授業 

体育祭選手決め(３年・１・２校時) 
薬物乱用・非行防止教室（1 年・３校時、２年・４校時） 

１４(水) 短縮５時間授業 
薬物乱用・非行防止教室（３年・４校時） 

１５(木) 短縮５時間授業、進路学習会（３年・５校時） 

７月・８月の主な行事予定 

「所中だより」は、本校の教育活動の情報提供手段として、月１回を目途に発行しております。生徒
の活躍や成果など、氏名・写真を載せて紹介していきます。個人情報として氏名や写真を掲載してほ
しくない方は、あらかじめ担任等を通じてお申し出ください。 

※最終下校時刻： １８:１５ ～８月末まで （感染防止措置として、
部活動の時間が制限され、下校時刻が早まることもあります。） 

１６(金) 短縮４時間授業、安全教室(１年・４校時) 
     全校大掃除（５校時） 
１９(月) 給食最終日 
２０(火) １学期終業式（放送による） 

２１(水)、２６(月)～３０(金) 三者相談期間 
 
７月２１日(水)～８月２５日(水) 夏季休業日 
 
８月 
２６(木) ２学期始業式、防災訓練 
２７(金） ５時間授業、弁当持参、二者相談① 
３０(月) 給食開始、４時間授業、二者相談② 
３１(火) ４時間授業、学年朝会(２年) 

救急救命講習(３年)、二者相談③ 
 

※ 現時点での予定であり、今後の感染状況等に

よって変更することもあります。 

通信陸上競技埼玉県大会 (6/11・12) 
女子２00ｍ 第１位 ガムンダニ 晏那 25 秒 54【祝 全国大会出場！】 
3 年女子 100ｍ  第８位 ガムンダニ 晏那 13 秒 17（準決勝 12 秒 88） 
２年男子 100ｍ  第１位 藤﨑 怜  11 秒 71（準決勝 11 秒 47） 
男子走幅跳 全体 21 位予選惜敗  藤﨑 怜 5ｍ57 
男子砲丸投 第５位 勝浦 清士郎 10ｍ92 

前号掲載分も含め、県大
会～全国大会等に、多く
の所中生が出場します!! 

学校総合体育大会所沢市予選会 陸上競技 （6/26） 各種目３位以上掲載 

＜男子＞ 男子総合第２位 
１年 100ｍ 第３位 堀田 陽都【県大会出場】 ２年 100ｍ 第１位 藤﨑 怜【県大会出場】 
3 年 100ｍ 第 3 位 豊谷 思温【県大会出場】 200ｍ   第 3 位 豊谷 思温【県大会出場】 
１年走幅跳  第１位 堀田 陽都【県大会出場】  走幅跳   第１位 藤﨑 怜【県大会出場】 
砲丸投   第１位 勝浦 清士郎【県大会出場】  四種競技  第１位 勝浦 清士郎 
4×100ｍリレー 第３位 豊谷・高岡・藤﨑・黛・勝浦・長沼 
＜女子＞ 女子総合第３位 
3 年 100ｍ 第１位 ガムンダニ 晏那【県大会出場】  200ｍ 第１位 ガムンダニ 晏那【県大会出場】 
１年走幅跳  第１位 鶴田 りいこ【県大会出場】   １年走幅跳 第３位 長田 結萌 
四種競技    第 2 位 比留川 唯夏 

学校総合体育大会地区代表決定戦 柔道 （6/26） 

＜男子＞【団体】優勝 奥村・田中・河田・樋口・武原【県大会出場】 
【個人（階級別）】第２位 武原 拓希・奥村 魁【県大会出場】 

＜女子＞【団体】優勝 石川・山口佳・阿部【県大会出場】 
 

令和３年度 所沢市硬筆審査会  

市内審査会推薦賞並びに県展覧会出品者 
1年 岩﨑 佑亮   2年 武 美衣奈 

3年 新井 桃果、布施 七海、荻島 芽衣 

生徒総会(6/23)  

生徒総会の議題
の一つとして、本
校『生徒心得』（い
わゆる校則に類似
するもの）の見直
しが行われまし
た。生徒の力で、
これまでの内容を
大きく刷新し、よ
り簡潔で生徒の自
主性を促す内容と
なりました。 

学校総合体育大会埼玉県大会 競泳 （6/23～25） 

女子 自由形 50ｍ 第 6 位 27 秒 6６  自由形 100ｍ 第 5 位 ５９秒８３ 
橋本 真衣 【祝 ２種目で関東大会出場！】 

    


