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当たり前のことを
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恵二

またしても成人式の騒ぎが報道されました。主催者はいろいろな対策を取っていたようです
が、ちょっとうんざり感があります。こんな式になってしまったのはいつ頃からだったのだろ
うと思い、ちょっとwebで調べてみると、私と同じ思いをもった人が過去の新聞記事をたどっ
て分析したことを投稿していました。それによると成人式会場で暴力をふるうとか、壇上に
上って大騒ぎをし始めたのは1990年代からで、90年代後半は各地で逮捕者が出るほどになった
ようです。そうすると気になるのは、彼らの中学生の頃の教育現場です。1980年代の社会はバ
ブル全盛期から崩壊までを駆け抜けた時代で、学校教育が画一的で管理主義、受験地獄と言わ
れ、それらに反発し教育に乗り切れなかった生徒らは非行にはしり、校内暴力がエスカレート
しました。つまり、学校の考えや先生の言うことには従わず、学校自体にも楽しさを見出せな
かったような時代です。中高生時代の姿勢がそのまま成人式まで改善されずにこうした状況に
至ったのかもしれないと半ば納得したのでした。
しかし今年20歳になった何人かの東中の卒業生に先日の成人式のことを聞いてみると、あの
ような光景はなかったということで、あれは一部の限定された地域の出来事と捉えればよいの
かと思いました。確かに全国では1700以上の市町村があるわけで、各会場がニュースで見たよ
うな騒ぎになっていたとも思えませんし、成人したすべての若者の姿というものではないで
しょう。けれども、式典の際の私語はかなり気になったそうで、このことはここ最近私もよく
耳にしていました。たとえ華やかな同窓会のようであったとしても、「話している人がいた
ら、それは静かに聞くものではないか」と成人した東中生は思いつつも、その怒りはいったん
心にしまい込んで、帰宅してから家族などにこぼしていたのかもしれません。
規律やマナーを教えるのは家庭であり、学校や社会です。いくら自由といっても社会生活を
送るにはそれらは必要不可欠のことで、それができていないならば何と反抗されても、もっと
しっかり教え込まなければいけません。当たり前のことは当たり前にできなくては困るので
す。これから日本を背負ってもらう人たちには。そして、雑然とした環境は特に障害をもった
人たちには住みづらいところだと訴えたい思いもあります。本学園の混合教育で大切にしてい
ることは、ＡＢ組の生徒たちの真面目さや整然とした集団であり、手本となる姿がある環境づ
くりです。何を正しいとし、何を真似してよいのかを明確に示していければ、ＣＤＥ組の生徒
たちも正しい道を安心して歩いていけるし、時にはやって当たり前の行動を反対にＡＢ組の友
だちに示すことができるのです。
成人したら、今まで当たり前にしてもらえていたことも、気遣いしてもらっていたことも、
当然ではなくなります。大人を批判し、不満があっても社会のせいにばかりしていられない時
がきたということです。多様性や意気込みは充分受け取りますが、今度は同じ土俵で考え、意
見を言わせてもらいます。中学３年生は成人まであと５年。大人になるまでに教えておいたほ
うがよいことはまだまだあります。ただ、今は受験をしっかり皆で乗り越えることで、これも
大人への階段と言えるでしょう。１か月におよぶ集中力とクラスや家族の絆を大切にしてがん
ばってください。
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１年生ＡＢクラスの研究活動は現在、１月中旬の仮提出を
経て2月の最終提出に向けて最後の仕上げにとりかかってい
ます。１年生段階での課題は、「資料からの引用」と自分の
考えをはっきりと分けて記述することです。提出後は展示し
て、生徒が互いに閲覧しあう機会を設けます。学年末には先
に提出された2年生も含め優秀作展示会を行います。

１年Ｂ組

１年Ａ組
№

氏名

研究テーマ

№

氏名

研究テーマ

1 網木くん 温度計の開発者と利用

1 青島くん 乾燥食の研究

2 飯山さん おかしの新商品開発

2 秋葉さん 跳躍力をのばすために

3 石橋さん 温度変化による結晶の違い

3 阿部くん 新聞の一面の研究

4 臼井くん 沖縄の絶滅危惧種について

4 飯塚くん 変化球の投げ方・握り方

5 尾𦚰さん バイオリンの音色

5 井上くん 感熱紙の研究

6 景山くん スズメバチの行動と性質

6 植村さん アロマソープの作成・種類別石けんの評価

7 葛山さん 水性ペンのインク分け

7 大河原くん スポーツをする人に必要な栄養と正しい食事法

8 金氏さん 伝統料理～基本・常識・コツ～

8 大串くん 植物の肥料による成長の違い

9 金子くん 鍼灸のつぼの名前と場所と効果

9 尾崎さん 世界の郵便物の動向

10 川窪さん 児童文学について～不思議の国のAlice～

10 蠣崎さん 人物画を描く

11 河原くん 植物の色はどんな色？

11 鎌谷さん 世の中のバリアフリーとユニバーサルデザインについて

12 北原さん 英語で小説を書く

12 亀井くん プラネタリウムづくり

13 斎藤くん 沖縄と米軍基地の関係

13 川窪さん 踊るための体の知識と障害予防

14 坂上さん 色々な野菜、果物で指示薬作り

14 黒住くん ４コマ漫画の研究と作成

15 佐野さん 日本人が誤解しやすい／誤解されやすいハンドジェスチャー

15 小南さん 自作アニメーションづくり

16 篠山さん 陸上トップ選手と自分の走り方をくらべて

16 笹倉さん 推理小説と毒薬

17 須藤さん 数学の美しい計算

17 佐滝さん カビの発生

18 髙橋くん 時代劇の主人公は本当にヒーローだったのか!?

18 杉村さん ～集中力アップの秘訣～

19 内藤くん パスタの研究

19 杉本くん パソコンの歴史とプログラムの解釈の仕組みについて

20 根本くん もっとおいしい米を作る為に

20 鈴木さん 名画に秘められた価値

21 平川さん ダンスの歴史～創作ダンス～

21 髙山さん 誰でも安心して使える抱き枕をつくる

22 古田さん タオルを知る～水の吸い込み・手作り洗剤

22 垂野くん 自宅でペニシリンをつくる

23 町田さん 「シャーロック＝ホームズ」の話の展開を調べ創作する

23 土橋さん より強い粘着力の接着剤をつくる

24 丸山さん 有名なミュージカルの曲の特徴を元に曲を作る

24 鶴岡さん 昔、今、未来の日本の生活

25 宮川さん 走り幅跳びの助走、跳び方、歴史について

25 鳥居さん 家でできるエコ対策

26 望月くん 進化していく飛行機

26 鳥海さん ハーブの活用法

27 柳澤さん 刺繍 その歴史と技法

27 藤元くん 夏と冬の星空と星座

28 山田くん 日本と世界の食料自給率とＵＰの取り組み

28 松川くん 高カロリー栄養食を身近な食品を使ってつくる

29 山邊 くん 生産量から見えてくるバターの今後

29 村山さん 七味の研究

30 依田くん 鍵の歴史

30 山本さん 髪型の歴史～これから流行する髪型～
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1月21日（木）～1月27日（水）に東京ドームで第15回東京国際キルトフェスティバルが開催さ
れました。応募総数1459点から選ばれた入賞作品374作品が並んだ会場に「技能〈手芸〉」の
「ふゆの森」も展示されました。毎年20万人が訪れるというキルト展で多くの方々に作品をみて
いただきました。また入賞作品はキルトコンテスト「日本キルト大賞」作品集にも掲載されてい
ます。
「ふゆの森」は木のパッチワークで土台となる森を、ヨーヨーキルトで雪を表現した作品で
す。冬を連想させるサンタクロースとトナカイをイラストの得意な３年生が描き、キルトにしま
した。４月当初から作り始め、約半年をかけて製作した作品です。一人ひとりの技術を活かし、
大きな作品に仕上がりました。作品が返却され次第、校内に展示する予定です。ご来校の際には
ぜひご覧ください。
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小金井市スポーツ表彰
1月30日（土）に宮地楽器大ホール（小金井）において、小金井市体育協会主催の「新春のつどい」式典が行
われます。式典の中では平成27年度の小金井市体育協会スポーツ表彰（小、中、高校生、一般までスポーツ分
野で顕著な活躍に対する表彰）が行われます。本校からは以下の生徒たちが表彰されます。
●特別栄光賞
陸上競技部
3年 鈴木さん
●栄光賞
体操競技部
3年 若林くん
陸上競技部女子
ダンス部
●特別奨励賞
体操競技部男子団体（3年若林・松本・2年小川・濵田）
陸上競技部
3年岡田くん
陸上競技部
1年篠山さん
●奨励賞
体操競技部
2年小川くん
体操競技部
3年松本くん
陸上競技部
3年白鳥さん
陸上競技部
1年秋葉さん

12～1月の部活動試合結果
2回戦

● バスケットボール部
第11回東京都私立中学校女子バスケットボール対抗戦
順位決定戦

対 三輪田中

31-21

勝ち

対 雙葉中

18-17

勝ち

対 小金井一A 0-5

（2年須原、１年髙橋、山田、大串、黒住、杉本、垂野）
● 陸上競技部
第54回東京都中学校ロードレース大会（多摩地区大会）
（1/18 武蔵野森公園）

9位（16校中）
● サッカー部
第30回三多摩ジュニアユース選手権大会（1/10、11学芸大中）
＊2年河井、松室の両名は、予選リーグ4試合中、2試合に出場

東京都交流リーグ（1/17 立川六中）
第2節

対 青梅泉中

2-11（河井・松室が得点）

● テニス部
第7回拡大多摩地域中学校テニス冬季研修大会
ダブルス女子団体戦（1/24小金井市立第二中）
予選リーグ（2年岡山・久保、佐藤美・遠井、1年笹倉・鳥海）
第1試合 対 府中五中B

2-1

勝ち

第2試合 対 武蔵野二中B

2-1

勝ち

第3試合 対 小金井二中A

1-2

負け

第4試合 対 府中十中A

2-1

勝ち

予選リーグ2位（3勝1敗）

2年

小泉さん

2,3年

1000m 3′51

2年

大川さん

2,3年

1000m 4′28

2年

宮部くん

2,3年

2000m 9′01

2年

坂口くん

2,3年

2000m 7′13

1年

篠山さん

1年

1000m 3′40

1年

石橋さん

1年

1000m 4′11

1年

宮川さん

1年

1000m 4′13

1年

秋葉さん

1年

1000m 3′46

1年

山下くん

1年

2000m 7′32

8位入賞

● ダンス部
第34回東京都中学校ダンス競技会新人大会
（1/16 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館）

学校対抗戦 既成作品「Rising」
オープン戦

第10ブロック新人卓球大会団体（1/11小金井一中〉
Aチーム 1回戦

対 桐朋中D

4-1

勝

2回戦

対 昭和中A

0-5

負

（2年木村、石岡、梶、山内、１年河原、亀井）
対 立川七中D 2-3

2位入賞

第2位

（2年鈴木、畑野、日野、1年川窪陽、川窪萌）

● 卓球部

Bチーム 1回戦

負

負

第2位

（2年河原田、田中、1年佐野、平川、鎌谷）

