武蔵野東中学校 学校通信

平成28年6月30日発行

ＨＩＧＡＳＨＩ
ＣＯＭＰＡＳＳ

平成28年度 第3号 通算No.206

●球技大会
●英語で活動
●部活動試合結果

肩の力を抜いて
校長

石橋

恵二

６月１日は大学生を対象とした採用面接などの選考活動解禁日で、その日は各報道機関が
一斉にニュースにしていました。しかしこれは「さあ、始まった」という合図ではなく、よ
く聞いていると、すでに４分の１とか半数がこの日までに１社以上の内定をもらっていると
いう現実があるようなのです。学生たちはこれを当たり前のことと受け止めて就活をしてい
ますが、何のための解禁日の申し合わせであったのかを考えると、ちょっと可愛そうな気が
します。会社はどこよりも先に優秀な学生を確保したいということなのでしょうが、就職す
る前から大人たちの建て前を知らせ、会社の裏側を学生らに見せているようなものです。ま
た、こうして急いで採用した新入社員は３年以内に３分の１が離職しているという報告もあ
り、その理由は入社前に抱いていた仕事内容と違っていたというミスマッチが多いと言いま
す。決して新入社員に根性がないとか、仕事に対する姿勢がいい加減という問題ではないの
だと思います。
昔は履歴書を直接会社に持って行き、その後の面接で内定をいただく時代でしたが、今は
事前にエントリーシートをスマホなどから送信し、会社から日時を指定されて説明会や面接
に呼ばれる仕組みです。ただここでも多くの学生たちは、エントリーシートを送っても面接
までたどり着かないといった苦い経験をしてきます。それも数十社から立て続けに門前払い
を食らい、いったいどのような基準があって自分が選ばれなかったのかよく分からないまま
自信を喪失し、人間不信に陥るというケースも少なくないということです。こういったこと
がもしも高校受験であったら、どういうことになるでしょう。受験前に合格者が決まってい
た、推薦書類や受験票を受け取ってもくれない、といったことがあれば大変な事態となり、
生徒・保護者の精神的フォローは必至です。
推薦入試や会社の採用面接の対策として、よく「自分のやりたいこと」や「夢」を述べる
練習をしたりします。でもこれは生徒や学生にとってかなり難しいことであると私は思いま
す。進路のことを親子で話し合っている時に「あなたは将来何をしたいのか。」と子どもに
問うと、我が子からあっけなく「わかんない。」と返答されることもあるでしょう。大人は
すぐに「やりたいこと」をストレートに聞きたがりますが、そうではなく、まず「何が好
き」なのかを明らかにしておくことが必要で、今まで夢中になれたことを振り返り、そこか
ら学んだことを浮かび上がらせていくとよいのです。この過程があると、自分が「できるこ
と」「続けられること」が明確になり、次に進む道が見えてくるはずです。ＣＤＥ組の就労
に関しても同じで、本人の得意とすること、できることから仕事選びが始まるわけです。自
分がどの仕事に向いているのか、つまり「適職」というものも、実際に仕事に就いてからわ
かることがほとんどです。もっと言えば、初めは食べるために働く「ライスワーク」だった
ものが、何年も経験を積んでようやくその仕事のおもしろさや深さを知って「ライクワー
ク」になるのです。
今が選択の最中、辛抱のしどころという皆さん、やるべきことをやるのは当然としても、
もう少し肩の力を抜いて、自分の好きなこと、究めて行けそうなことをもう一度自分に尋ね
てみてください。信じてほしいことは、世の中にあなたを認めてくれる人や場所は必ずある
ものだということです。
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晴天の中、全66試合の熱戦が繰り
広げられ、各クラスが一丸となった
１ 日 で し た。Ａ Ｂ ク ラス の バ レ ー
ボ ー ル で は、各 ク ラ スの 男 女 が ２
チームずつを編成し、４つのリーグ
での予選を経て、その勝率によって
順位決定戦が行われます。更に、各
チームの最終順位に与えられる点数
の合計得点でクラス総合優勝が決定
するため、自分のチームの勝敗だけ
ではなく、クラスの応援にも全力で臨んでいました。１年生は初めての球技
大会で、先輩達のテクニックとチームワークを肌で感じながら、上級生に追
いつけ追い越せと元気ハツラツで臨みました。２年生は円陣を組み大声で士
気を高めながら、授業で習ったスパイクをここぞと打ち込み、決勝には男子
が１チーム進出、女子は２年生同士が戦うという大健闘をみせました。順当
に勝ち上がった３年生男子は、巧みなテクニックと力強いスパイクで
他学年を翻弄し、見事優勝を勝ち取ることが出来ていました。ＣＤＥ
クラスのポートボールでは、初めに学年内でリーグ戦を行い、その順
位によって決勝トーナメントが行われます。どのゲームも練習の成果
を十分に発揮し、白熱した試合が展開される中、無事決勝に駒を進め
たのはやはり３年生。決勝戦は全校生徒が応援する中で行われ、さす
が最上級生というプレーに対しては、ＡＢクラスの生徒からも大きな
歓声が上がっていました。この球技大会を経て、仲間と共感する喜び
など沢山のことを学んだと思います。今後はこの経験を、秋に行われ
るスポーツ大会に活かして欲しいと思います。
（体育科 深田）
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〇英語以外の授業で
マイケル先生は、英語の授業はもとより、他科目の授業でも生徒に教え
ています。たとえば、1年生の社会科で「イギリスの国旗の成立につい
て」、2年生の社会科で「イギリスの産業革命について」の授業をしまし
た。「教科書に出ている工場には、小さいころ見学に行ったことがある」
など、イギリスのことについてイギリス出身の先生から、英語で教えても
らうのには、格別のものがあります。
マイケル先生の専門は美術と写真です。3ABの美術の時間では、授業の
初めに全員の作品を黒板に貼り、描き込むためのポイントを指示します。
また、制作中には一人ひとりに具体的なアドバイスをしてくれるので、生
徒たちも意欲的取り組んでいます。先生の英語がわからない時には、絵を
介しててコミュニケーションをとり、生徒たちは、先生の言うことをよく
理解できています。またCDE組では、ホームルームや給食の時間にマイケ
ル先生が入って、コミュニケーションを楽しんでいます。
〇ＥＳＳ開始
ESSが、6月から活動を開始しました。同好会として、他部との兼部の形で現在所属するのは、3学
年合わせて15人です。今月は、show & tell、イギリスの文化について、ゲーム、本の紹介などの活
動を行ってきました。今後、生徒たち自身で計画をたてて進めていく予定です。
〇京都奈良学習 英語で京都を紹介する
2年生の京都奈良学習は、2日目の京都市内での活動計画が決まりつつあります。7月には「英語で
京都を紹介する」プレゼンを各班で行います。また実際の京都奈良学習にはマイケル先生も随行、2
日目はAB組のいくつかの班と京都市内を見学します。京都に行ったことのない外国からのお客様に
日本のことをどう説明するのか？今年の京都奈良学習は、ひとあじ違う体験になるでしょう。

本校卒業生の村上茉愛さん（第27期生）が、体操競技のリオ五輪日本代
表メンバーに決定となりまりました。武蔵野東中学校出身者でのオリン
ピック出場は、初ということになります。
中学校時代には、女子団体を全国優勝へと導いたひとりです。全国団体
優勝を2連覇、個人総合でも2連覇を達成しています。中学3年生では、怪
我のため試合に出られない辛い時期もありましたが、高校、大学と苦難を
乗り越えながらも、今回のリオ五輪出場権獲得にいたりました。現在は日
本体育大学の1年生。日本代表選考に向けては、全日本、ＮＨＫ杯、全日
本種目別の上位の成績、その後の2回の試技会で決定されるという過酷な
代表選考を経て、この6月25日に見事代表の座の獲得となりました。村上
さんは25日の試技会においては、トップの成績とのことでした。
リオ五輪においても、選手としてだけでなくチームの牽引役として大い
に活躍してくれるものと思います。
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5月（29日～）、６月の部活動試合結果と今後の予定
体操競技部

●第67回東京都中学校地域別陸上競技大会

●第71回国民体育大会体操競技東京都予選

（6/18、19 上柚木陸上競技場）

（5/22国士舘大学多摩キャンパス）

1年伊藤さん

1年 100m 13”35

1位
（東京都大会進出）

女子個人総合 3年杉岡さん（3位）少年女子東京都代表決定

1年走幅跳び 4m58 2位

野球部

（東京都大会進出）

●第10ブロック中学校野球選手権大会（6/11 瑞雲中）
１回戦

対 国分寺四中

0-13 負

●中学校野球選手権夏期大会（6/26立川二中、27小平六中）
１回戦

対 立川一中

8- 1

勝

2回戦

対 国分寺四中

0-10 負

＊多摩東部地区代表として以下メンバーが都大会出場が決定。

1年 伊藤さん（1年100m、 1年走り幅跳び）
1年 大谷さん（1年100m シード選手)
2年 篠山さん（2年100m、共通走り幅跳び、100mH）

テニス部

2年 秋葉さん（2年100m、 共通走り幅跳び）

●平成28年度東京都中学校テニス第8ブロック大会（団体）

共通4×100mリレー

（6/12 小金井一中）
（男子）

（女子）

(2年篠山、石橋、秋葉、1年伊藤、齊藤、大谷)
●第30回東京リレーカーニバル陸上競技大会兼ジュニア

1回戦 対 対 小金井緑中 3-2

勝

2回戦 対 上水中

3-1

勝

3回戦 対 小金井一中

0-6

負

2年 篠山さん

走り幅跳び

5m16 1位

1回戦 対 立川四中

0-6

負

1年 伊藤さん

走り幅跳び

4m80 7位

オリンピック突破認定大会（6/25、26 駒沢陸上競技場）

女子400mリレー

バスケットボール部

（男子）
（女子）

1回戦 対 立川第四中

72-48 勝

2回戦 対 国分寺一中

30-61 負

1回戦 対 立川国際中等

35-57 負

5位

（2年篠山、石橋、秋葉 1年伊藤）

●東京都101地区中学校バスケットボール10ブロック夏季大会
兼都大会予選 （6/12立川第四中、19早稲田実業中）

51″56

ダンス部
●第41回東京私立中・高創作ダンス発表会
（6/26昭和女子大学人見記念講堂）
いのち

作品：「JOHMON ～生命の鼓動～」
最優秀賞（3年連続14回目）

陸上競技部
●第51回武蔵野市陸上競技大会
（6/12 武蔵野市陸上競技場）
1年伊藤さん

1年100m

13”44

1位

2年篠山さん

2年100m

13”08

1位

2年秋葉さん

共通走幅跳 4m 89

1位

学校法人 武蔵野東学園
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