
陸上部 折本ひかる  
祝 関東大会出場 ２年女子１００ｍ第６位  
  ☆学総体県大会 同種目 第２位 
祝 ジュニアオリンピック走幅跳出場（１０月）  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

「守・破・離」の教えから－生涯の土台となる基礎・基本を大切にする－ 

七月は例年になく気温の低い日が続きましたが、夏休みに入り今年も猛暑となりました。
夏休み中、特に大きな事故等もなく生徒たちは元気に登校し、二学期がスタートしました。
夏休み中は、各地区の夏祭り等のボランティアとして、多くの生徒が参加し、準備や手伝
いを行いました。地域の皆様からは、「大変助かっています」などのあたたかいお言葉をた
くさんいただきました。地域における生徒の活躍の場をいただき、学校としても感謝して
おります。 
さて、物事を習得する段階を三つにわけた「守・破・離」という言葉があります。もと

もとは、江戸時代に川上不白が著した『不白筆記』で、茶道の修行段階の教えとして紹介
されました。以後、諸武道の修行段階の説明にも使われています。 
「守」とは、師の教えを正確かつ忠実に守り、物事の基本の作法・礼法・技法を身につ

ける「学びの段階」をいいます。別の言い方をすれば、現在までに確立されている過去の
遺産を基礎・基本として自分の身に付けることです。 
「破」とは、身につけた技や形をさらに洗練させ、自己の個性を「創造する段階」をい

います。 

「離」とは、「守・破」を前進させ、新しい独自の道を「確立させる段階」をいいます。 
第一段階の「守」をいかに身につけるかで、「破・離」へと続く、その後の自己成長の土

台の大きさが決まっていきます。「守」の段階をいい加減にすることは、基礎工事がいい加
減な土台の上に建物を建てること、もっと言えば一階を疎かにして二階を建てようとする
ことと同じです。茶道や武道でも「守」の重要性を強調しています。助言を喜んで受け入
れていくことで、将来「離」に到達した時、自己を一層高めていくことができます。思い
通りにならない時こそ、それまで培った土台が、自己を助けてくれます。有名なピカソの
絵も、写真のように正確なデッサンの積み重ねが基礎になっています。「守」から「離」の
大切さを子ども達の成長に当てはめると、小・中学校時代は、「守」の時代であると言って
よいでしょう。学校・家庭・地域が連携する中で、「守」の段階に当たる生活や学習の基礎・
基本を確実に身に付け、子ども達のしっかりとした生涯の土台を作っていくことが大切で
あると思います。二学期もよろしくお願いいたします。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒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 
令和元年８月３０日 第５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 

 

第６０回埼玉県吹奏楽コンクール 
西部地区大会中学校 Aの部 金賞 
埼玉県大会出場 銀賞 
 

第８６回 NHK全国学校音楽コンクール 
 埼玉県コンクール 本選出場 
第６２回埼玉県合唱コンクール 
 中学校部門（混声合唱の部） 金賞 

 
 祝 第７４回関東合唱コンクール出場 

混声合唱団：９月２２日（日）栃木県宇都宮市文化会館 



剣  道  部   所沢市夏季錬成剣道大会 男子団体 第３位 女子団体 準優勝  

男子 卓球部   埼玉県中体連卓球専門部西部地区強化試合 卓球男子団体 第２位  

第３４回ところざわライオンズクラブ杯中学生卓球大会 男子団体 A 第３位 

ソフトボール部  令和元年度 所沢市ソフトボール協会会長杯  第３位     

        西武沿線ソフトボール大会 COSMOS CUP  Aブロック第３位 

 

令和元年 9月 14日（土）実施（予備日：１５日（日）、17日（火）） 

 

 

体育祭テーマ 

“ Together as one ” ※ 心を一つに 

          ～ 勝利のバトンをつかみとれ！ ～ 

《 開会式 》 ８：３０ 

《 演 技 》 午前の部 ８：５０ ～      午後の部 １３：００ ～ 

《 閉会式 》 

 

 

《クラス色》 

１組：ピ ン ク ２組：水色 ３組：黄色 ４組：えんじ色 ５組：紫色 ６組：黄緑色 ７組オレンジ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

１  ９：００ ～ ９：２５ １００ｍ走 １・２・３年 男女 

２  ９：２５ ～ ９：３５ １０００ｍ走（一斉スタート） １・２・３年 女  

３  ９：３５ ～ ９：５０ １５００ｍ走（一斉スタート） １・２・３年 男 

４ ９：５０ ～１０：１５ お玉 de ポンリレー １・２・３年 男女 

５ １０：１５ ～１０：３５ １年全員リレー １年 男女 

６ １０：３５ ～１０：５５ ２年全員リレー ２年 男女 

７ １０：５５ ～１１：１５ ３年全員リレー ３年 男女 

８ １１：１５ ～１１：３５ サンドウィッチリレー 1・2・3年 男女 

９ １１：４０ ～１１：５５ ダ ン ス 全学年 女 

10 １３：００ ～ １３：２０ 所中 SASUKE １・２・３年 男女 

11 １３：２０ ～ １３：３５ １年大縄跳び  １年 男女 

12 １３：３５ ～ １３：５０ ２年大縄跳び ２年 男女 

13 １３：５０ ～ １４：０５ ３年大縄跳び ３年 男女 

14 １４：１０ ～ １４：４０ 組 体 操 全学年 男 

15 １４：４０ ～ １４：５０ 400ｍリレー １・２・３年 女 

16 １４：５０ ～ １５：００ 800m リレー １・２・３年 男 

９月の主な行事予定 

この紙が不要になりましたら「雑がみ」としてお出しください。「雑がみ」は貴重な資源です。 雑がみ 

☆ 「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。 

☆「所中だより」や「学校発文書」等が、所沢中ホームページでご覧いただけます。 

 

９月（最終下校時刻 ９/1～20 １８:00、9/24,25 １７:45、9/26,27 14:15、9/30 １７:30） 

２日（月） 体育祭特別日課、生徒会役員選挙公示 

３日（火） 全校朝会、体育祭特別日課 

４日（水） 新人陸上市予選会、 １９:００ ＰＴＡ常任理事会 

５日（木） 英語弁論大会所沢市予選会（中央公民館） 

６日（金） 地域ぐるみの挨拶運動、体育祭特別日課 

９日（月） 体育祭特別日課、安全点検 

１０日（火） 学年朝会、体育祭特別日課、給食費等引落 

１１日（水） 体育祭予行、体育祭特別日課 

１２日（木） 体育祭特別日課 

１３日（金） 体育祭諸準備（午後） 

 

 

 

１４日（土） 第７３回体育祭（弁当持参）（雨天：休日） 

１５日（日） 体育祭予備日①（雨天：授業公開：弁当持参） 

１６日（月） 敬老の日 

１７日（火） 生徒会朝会、（体育祭予備日②） 

１９日（木） 専門委員会前期最終 

２２日（日） 関東合唱コンクール（宇都宮市文化会館） 

２３日（月） 秋分の日  

２５日（水） ３年ステップアップ調査 

２６日（木） 新人体育大会１日目（学年内２時間：給食カット） 

                        ※８組：調理実習：４時間 

２７日（金） 新人体育大会２日目（学年内２時間：給食カット） 

２８日（土） 新人体育大会３日目、（所沢小・明峰小運動会） 

 

 

体育祭特別日課の間、部活動朝練習は 
なし、最終下校時刻は 18:00です。 
 

応援 よろしくお願いします！ 

※時間については目安となります。予定時間と多少前後することがあります。また、天候等の都

合により、競技時間の変更や時間短縮をする場合があります。あらかじめ御承知おきください。 


