
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

― 今日できることを ― 
 三大行事の一つ、体育祭が終わり、今月は合唱コンクールが控えています。 
 さて、日本一の入場者数を誇る植物園の園長を務めていた、塚本こなみ さんという方がいます。
彼女は、日本を代表する樹木医（樹木の病気を治す植物の医者）でもあります。言葉でコミュニケ
ーションがとれない上に、すぐに結果の出ない樹木医を続ける塚本さんは、こう語っています。 
「樹齢千年とか何百年という木の前に立つと、その千年、何百年という歴史を次の世代に渡さな

くてはならないという役割があって、それを考えると気が遠くなる。だから、木に「教えてくださ
い」という気持ちで、今日できることを精一杯やる。この治療を一か月間必死でやらなくてはなら
ないというと、すごく重荷になるけれど、今日一日できることを、この木に教えてもらいながらや
ると思う。そうするとすごく気が楽になるのです。」 
塚本さんの心の支えとなっているのが、次の言葉です。 

「人生は一本の線ではない。一日という点が連続して、一本の線になる」 
 塚本さんは、樹木医としてのキャリアが浅く仕事の難しさに悩んでいた頃、この言葉と出会いま
した。樹齢数百年の巨木も、毎年春夏秋冬、晴れの一日や台風の一日を積み重ねて今の姿になって
いる。そう思えるようになってから、生きることが楽になったといいます。今日できることを精一
杯やる。今日できることを積み重ねることで、未来に向かう一本の線ができるのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

〒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１０月１日 第６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 

 

９月１４日（土）、第７３回体育祭が絶好の体育祭日和のもと行われました。昼食の時間のみ、雨に
見舞われましたが、午後の演技前には雨も止み、適度に湿った校庭の土はむしろ午後からの演技に最適
となりました。 
体育委員が中心となって、練習から当日の競技を盛り上げました。全員リレーや大縄跳びでは、各ク

ラスが力を一つにして熱の入った競技が展開されました。全校女子生徒によるダンスでは、全員が一つ
になって、大きなかけ声を出して演技が行われました。全校男子生徒による組体操では、集団走による
入場から、二人組・三人組・五人組と演技が進み、ピラミッド、そしてタワーへと気合と集中力を発揮
した演技となりました。多くの参観者から、感動の大きな拍手や声援をいただきました。各自の係の役
割もしっかりと果たし、体育祭を予定通りにスムーズに進行させました。開会式で、体育祭に期待する
こととして話した「全力で取り組むこと」「仲間と協力して助け合い取り組むこと」という２つのこと
が、しっかりと達成できた体育祭となりました。多くの保護者・地域の皆様にご参観いただき、たく
さんの温かい応援・声援をいただきました。ありがとうございました。ＰＴＡ役員の皆様におかれまし
ては、１日受付や駐輪場整備、パトロールなどのご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。 

“Ｔogether  as  one” ～勝利のバトンをつかみ取れ！～   

第７３回所沢中学校体育祭 大成功に終わる!!  

体育祭新記録 
２年 1500ｍ走  
４分３７秒６６ 
小山 和生 

＜全員リレー＞ 
第１位：１年７組、２年６組、３年７組 
第２位：１年４組、２年１組、３年４組 
第３位：１年１組、２年５組、３年１組 

＜総合成績＞ 

優勝：１年５組、２年６組、３年６組・7 組 

準優勝：１年７組、２年５組 

第３位：１年６組、２年１組、３年１組 

＜色別対抗＞ 

第１位：７組（オレンジ） 

第 2 位：６組（黄緑） 

第３位：１組（ピンク） 

＜大縄跳び＞ 
第１位：１年５組、２年１組、３年６組 
第２位：１年６組、２年４組、３年１組 
第３位：１年２組、２年６組、３年３組 



 

 

【場所】武蔵野音楽大学 バッハザール （最寄駅：西武池袋線 仏子駅） 
９：４５～ 開会式             １２：２０～ 昼食（弁当持参）・休憩 

１０：００～ ８組発表            １３：３５～ ３年生発表（学年合唱・クラス発表） 

１０：１０～ 1 年生発表（学年合唱・クラス発表）  １４：４０～ 混声合唱団発表             

１１：２５～ ２年生発表（学年合唱・クラス発表）  １５：０５～ 閉会式 

（※時間については⽬安となります。予定時間と前後することがあります。） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
所沢市「科学展」【入賞・入間地区展出品】  

２年 和田 璃子  「鏡に映る像の映り方」 
２年 眞山 いちか 「キミの大きさは」 
２年 平手 夏帆  「再生紙について」 
３年 石井 愛美「炎色反応を利用して食べ物の成分を調べられるのか。」 

所沢市「発明創意工夫展」  
【優秀賞（入間地区展出品・入間地区優良賞）】 

３年 金子 尚叶「メモボード付き角度自由自在スマホスタンド」 
３年 菊川 友和 「折りたたみ式上履き」 
３年 老田 紗香 「おいしさ UP!断熱カップラーメンぶた」 
１年ガムンダニ晏那「ぬれたまま収納できる折りたたみかさカバー」 

【優良賞】 
３年 岩永 真哉 「ペットボトル粉砕器」 
２年 清 安曇 「くつ下 くるりんぱ」   

全国読書感想文コンクール所沢市予選会【優良賞】 
１年 廣田 楓   「当たり前の日常に感謝」      
２年 兼國 来望 「サイド・トラック～僕だけの道～」 
３年 三瓶 朝香 「平和の創造」 
３年 中村 愛莉 「仲間がいることで救われる」  

所沢市「英語スピーチコンテスト」  
（暗唱）３年 熊坂 れいな「 Say Cheese!! 」 

３年 石井 愛美 「 One World 」 
※劇・スキットの部に ESS のメンバーが出場し，英語落  

語と英語劇「桃太郎」 を披露しました。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１０月の主な行事予

１日（火） 全校朝会 
２日（水） 合唱パート練習(1) （この後２回、各練習場所で） 
３日（木） ３年生中間テスト（１日目） 

１、２年合唱学級練習(1)（この後７回、各練習場所で） 
４日（金） 地域ぐるみの挨拶運動、３年生中間テスト（２日目） 

３年合唱学級練習(1)（この後７回、各練習場所で） 
５日（土） 地区代表決定戦 
６日（日） 英語検定試験本校会場 
８日（火） 生徒会朝会 
９日（水） 生徒会役員立候補者立会演説会・投票 
１０日（木） 木曜日課、市内駅伝大会、給食費等引落 
１１日（金） 市内駅伝予備日 
１３日（日） ところざわ祭り 

（吹奏楽部・陸上部（女子）・バスケットボール部（女子）参加） 

（※ 終下校時刻 10/1～１7：30～10/20、１０/21～１７:00～10/31） 

１４日（月） 体育の日 
１５日（火） 全校朝会（新生徒会役員任命書授与） 
１７日（木） １・２年生中間テスト（１日目） 
１８日（金） １・２年生中間テスト（２日目） 
２２日（火） 即位礼正殿の儀 
２３日（水） 木曜時間割、合唱コンリハーサル 
２４日（木） 木曜日課・水曜時間割、専門委員会（後期） 
２５日（金） ３年生ステップアップ調査 
２６日（土） 土曜参観、オープンスクール 
２７日（日） 所沢市民フェスティバル、珠算検定本校会場 
２９日（火） 合唱コンクール 

（武蔵野音楽大学大ホール、弁当持参） 
３０日（水） 振替休業日（１０/２６日分） 
３１日（木） 木曜日課 

祝 混声合唱団 
関東合唱コンクール 
    銀賞 受賞 

混声合唱団９月１５日（日）所沢地区敬老会アトラクション参加 

新人兼県民大会市予選 各部の結果 
☆陸上競技（各種目 3 位以内） 

＜男子＞ 総合 第 2 位 
 1500m 第 1 位 小山 和生【県大会出場】 
 3000m 第 1 位 小山 和生【県大会出場】 
 110mH 第 1 位 梅原 和希【県大会出場】 
 四種競技 第 3 位 梅原 和希 

400mR 第 3 位 遠田・梅原・水上・広瀬・豊谷  
＜女子＞ 
１年 100ｍ 第 2 位 ガムンダニ 晏那【県大会出場】 

200m 第 3 位 松長 美奈【県大会出場】 
400mR  第１位 折本・篠崎・北田・松長・ガムンダニ・詫間 

【県大会出場】 
☆剣道（男子）【団体】 第３位  
☆剣道（女子）【団体】 優勝【県大会出場】  

【個人】 優勝：坂藤 楓【県大会出場】 
第 3 位：本山 涼心【県大会出場】 

☆卓球（男子）【団体】 優勝【県大会出場】  
【個人】 堤 大地、武田 一真【県大会出場】 

☆卓球（女子）【団体】 ベスト８ 
    【個人】第 3 位 谷津 琴音【県大会出場】 
☆ソフトボール部 第 3 位【地区大会出場】 
☆野球部 第 2 位 
☆ソフトテニス部（男子）【団体】ベスト８ 
☆ソフトテニス部（女子）【団体】ベスト８ 
【個人】第３位 中尾 芽路、小西 柚羽【県大会出場】 
☆サッカー部 １回戦 惜敗 
☆バレーボール部（女子）  予選リーグ惜敗 
☆バスケットボール部（男子） １回戦 惜敗 
☆バスケットボール部（女子） １回戦 惜敗 
☆柔道（男子）【団体】 優勝【地区大会出場】  

【個人（階級別）】 
優勝：深井 誠人、向井 岳【地区大会出場】  
第２位：山口泰介、樋口修弘、德井隆之介【地区大会出場】 

１０月２９日（火）合唱コンクール 
座席数が限られています。保護者には事前に
入場チケットを配布し、当日ご持参いただき
ます。学年毎に席の入れ替えがあります。 

新人兼県民総合 県大会 
☆水泳 女子 100m 自由形 第 6 位 1 年 橋本 真衣 


