
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

一人一人が、この世にかけがえのない唯一無二の存在として 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒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１２月３日 第８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 

 

修学旅行の成功を見据えて 

１１月１９日（火）、２年生の東京巡りが実施されました。 
校外学習のねらいは、「平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然

や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての
望ましい体験を積むこと」にあります。 
２年生の実行委員会が決めた学年スローガンは、『自主性』【事前に決めら

れた役割を責任を持ってやり遂げる！】【その場に応じた正しい判断をす
る！】でした。この校外学習は、3年生で行われる修学旅行に向けた準備と
しての意味も持っていました。これまで、全体でルールを確認したり、各学
級で班毎にコースを決めたりして当日を迎えました。 
当日は、修学旅行の集合場所となる東京駅に自分達で集合し、出発式を行

いました。その後、これも修学旅行で実施する班別行動で東京巡りを行いま
した。一人一人がルールを守り、『自主性』を発揮して、責任を持って役割を
果たしました。仲間との絆が強まり、多くの笑顔がみられた、価値ある行事
となりました。この経験をこれからの生活にも活かし、修学旅行もより一層
素晴らしいものにしていってほしいと願っています。 

第 71回人権週間（12/4～10） 
12/１０は、「人権デー」  

 

   
人権標語出品作品 

第２学年 校外学習『東京巡り』 成功に終わる！ 
 

 

所沢市教育委員会では「今、あなたがここにいること －自分を大切に 友
だちを大切に―」（メッセージと映像）を作成しました。市内全小中学校で、
このメッセージと映像を活用した取組みを行うこととなっています。本校で
は、３日（火）の全校朝会において校長から話をし、その後、各学年でも取組
みを行っていきます。教育委員会からの保護者宛文書も後日配布いたします。 

人間は、素晴らしい強さを発揮することもあれば、弱い生き物であるという一面も持っています。精
一杯がんばっても周りから相手にされなかったり、誰も声をかけてくれなかったりしたら……。そう考
えるだけで、寂しくなり、辛さに胸が締め付けられそうになってしまうものです。人には皆、リズム（波）
があります。大きなリズム（波）、小さなリズム（波）、様々な周期で波を繰り返しています。人生には
うまくいくときもあれば、何かが少しズレてしまい、うまくいかないときもあるのはそのためです。う
まくいかないときは、この状態がずっと変わらないように思えて、「一生、寂しいままかもしれない」と
か、「誰からも声をかけてもらえない。私は存在している意味がない人間なんだ」などと思ってしまう。
このような負のスパイラルを描いてしまうものです。しかし、存在している意味がない人など、この世
にいるはずがありません。 
お釈迦様は生まれてすぐに立ち上がり、「天上

てんじょう

天下
て ん げ

唯我独尊（てんじょうてんげゆいがどくそん）」（私
はこの世に唯一の存在です）と唱えたと伝えられています。あなたも、私も、実は誰でも「天上天下唯
我独尊」です。人は誰一人として同じ人間はいない。人類史上を通して唯一無二の存在。それほどの人
が、存在している意味がないとか、取り柄がないはずがありません。 
自分はこの世でたった一人の人間だ。長い歴史を見ても、たった一人の人間だ。そう考えると、自分

がいかにかけがえのない人間か、またとない価値を持っている存在なのかという自覚と満足感が湧いて
くるはずです。実は「うまくいっている（ように見える）人」は、同じようなことが起こっても、そう
した自覚と満足感を心に抱いて生きています。 
今より良くなろうという意欲や行動は、現状に満足していては湧き出てこない。現状に不満があるほ

うが噴出してくるはずだ、と思っている人が多いかもしれません。しかし、思いと行動の関係を知ると、
現状を否定していると良い方向に向かう意欲や行動はなかなか生まれてこないことがわかります。スタ
ート地点は、『自分に対する肯定的な思い（自分にはいいところがあるという思い）』からです。 

（参考文献：「なぜかすべてうまくいく １％の人だけが実行している 45 の習慣 井上裕之（PHP 文庫）」） 

その言葉 友情くずれる  
第一歩 

      １年 坪井 桜 

これからの未来  
大切にするべきは 思いやり 

    １年 堤 大地 

その言葉 あなたが言われて  
傷つかない？ 

      １年 布施 七海 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

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。 

 

 1２月 

１日（日） 所沢シティマラソン（生徒ボランティア） 

２日（月） ３年生三者相談(４時間授業)～10日（火）まで 

保護者教育活動アンケート締切 

３日（火） 全校（人権）朝会 

家庭教育学級閉講式 14:00～  

４日（水） 8組遠足（中華まんミュージアム）  

５日（木） 木曜日課、安全安心支部会議(15:30～ 中央公民館) 

６日（金） 地域ぐるみの挨拶運動        

９日（月） 安全点検日、 

１０日（火） 給食費等引落、１年生職場体験（～１２日） 

１２日（木） 木曜日課、3 年生「性についての講演会」（5・6校時） 

１３日（金） １・２年、８組保護者会（学年全体会、学級懇談会） 

 

１６日（月） ４時間授業 

１７日（火） 5時間授業（19 日を除く 23 日まで）、生徒会朝会 

１９日（木） 人権講演会（3・４校時） 

２０日（金） 大掃除（5校時） 

２３日（月） 学年集会（3年） 

２４日（火） ２学期終業式、学年集会(１・２年)、 

給食最終日、３年生通知書配布 

２５日（水） ～冬季休業日～ １月７日（火）まで 

 令和 2年１月 

８日（水） ３学期始業式、３時間授業 
９日（木） 木曜日課、給食開始、 
１０日（金） 地域ぐるみの挨拶運動、安全点検日、給食費等引落、 

ＰＴＡ新年会（１８：３０～） 
１３日（月） 成人の日 

※最終下校時刻 １１/1～ 4:45 ～１２月末、１/８～ 5:00 ～１月末 

 

 

第 60回 所沢市青少年三道大会（11月 10日）  
【柔道】 
中学男子団体の部 第３位 
中学３年男子の部  鈴木 覇都  優勝 
中学２年男子の部  德井 隆乃介  第３位 
中学男子１年の部  田中 龍太朗 第３位 
【剣道】 
中学２年男子の部  室矢 大亮 ベスト８（敢闘賞）  
中学２年女子の部  本山 涼心   第３位 
            坂藤 楓  第３位 
中学１年男子の部  安藤 眞之佑 第２位 

新人兼県民総合スポーツ大会 県大会 結果 
陸上競技部（男子） 
 小山 和生 1500m 決勝進出 第７位 

  3000m 決勝進出 第６位 
 梅原 和希 110mH 四種競技 予選惜敗 
（女子） 
ガムンダニ 晏那 １年 100ｍ 予選惜敗 
折本 ひかる ２年 100m 予選惜敗 
松長 美奈 200m 予選惜敗 
400mR  決勝進出 第 8位 

剣道部 女子 団体戦 1回戦惜敗  
個人戦 坂藤 楓 4回戦進出（ベスト 32） 

本山 涼心 1回戦惜敗 
柔道部 男子 団体戦 1回戦惜敗  
個人戦 山口 泰介、向井 岳 2回戦進出  

深井 誠人、德井 隆乃介 1回戦惜敗 
男子卓球部 団体戦 ２回戦進出  
個人戦 堤 大地 ３回戦進出（ベスト 32） 

武田 一真 １回戦惜敗   
女子卓球部 個人戦 谷津 琴音 ベスト１６進出  
女子テニス部 個人戦 中尾 芽路・小西 柚羽 ペア 

１回戦惜敗 

『合唱による小中連携』の取組み（11月５日） 

校内合唱コンクールの３学年で銀賞を受賞した２クラス、６
組が所沢小学校、７組が明峰小学校を訪問し、発声の仕方
や準備体操の後、学年合唱曲・クラス合唱曲を披露しまし
た。お返しに、小学生から元気な歌声や演奏も聴かせていた
だきました。 
なお、グランプリ賞受賞の４組は親善音楽会（11/7 実施）、

金賞受賞の１組は西部南地区音楽会（11/22 実施）にそれぞ
れ参加し、こちらも素晴らしい歌声を披露してくれました。   
（下の写真は、明峰小学校における３年７組の発表風景） 

令和元年度 所沢市教育功労者表彰受賞（11月 19日） 

混声合唱団（代表：河内 唯さん、青山 颯汰くん） 
 

 

 ８組スポーツ交流会（11月 1５日）  

市内１１校によるスポーツ交流会が所沢市

民体育館で開催され、本校生徒も皆、元気に競

技・応援等に取り組みました。  

１２月・1月当初の主な行事予定 

埼玉県アンサンブルコンテスト西部地区大会（11月 14日） 

吹奏楽部 木管八重奏：金賞（県大会出場）  金管八重奏：金賞 
   

 

 


