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●スピーチコンテスト 

●1･2AB  TGG語学研修 

●探究科入賞・入選作 

 

●２学期の特別講座 

●体力つくりコンテスト 

●部活動試合結果 
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２学期を終えて 

  

校長 菊地 知恵子 

 

 2学期は10月以降、やや落ち着いた状況に

なり、行事も実施できました。生徒たちの表

情が豊かになり、やや控えめにはしています

が、中学生本来の活発さが校内を明るくして

います。 

 一年間を見通すと、生徒の成長度合いは、

当然ながら学期を重ねるごとに高まってい

き、たとえば2学期末は中１はすっかり中学

生らしくなり、中２はやや大人びはじめ、中

３は次の進路を見通してといった様子です。

先生たちの生徒への言葉がけも、わかってい

るであろうことには少なめに、次に向かうべ

きことには意味をこめて、質が変わっていき

ます。 

 

〇 スピーチコンテストから 

 学期最後の行事はスピーチコンテストでし

た。代表者による本選を、二年ぶりに一堂に

会して実施できました。予選では、AB組は全

員がスピーチ原稿を作り、なるべく原稿を見

ないでクラスの前で発表をしています。語る

べきことを持ち、文に整えて人に訴えるまで

にするのは、実は大変勇気のいることです。

東中は人前で発表する機会が多いのですが、

ひとつひとつが、経験のステップになりま

す。本選ではＣＤＥ組の代表生徒も約300人

を前にして立派に発表しました。 

 いくつかのスピーチに共通することがあ

り、それは相対的な見方と絶対的な見方の違

い。それから、自分のためにだけではなく、

誰かのために行動することの価値。それか

ら、自分たち世代からの未来や世界への視点

です。きっとクラス予選においても、同様

だったことでしょう。スピーチ全体を聞きな

がら、生徒たちは日々の生活から敏感に感じ

取り、しなやかに方向性を選び取っているの

だと感じました。大人が与えようと意図せず

とも、自分の居る環境から成長の芽をだして

いくたくましさを持ち合わせていることにつ

いて、そしてその伸びようとする力を、大人

は認めて信じていかなければなりません。 

 

〇 子どもに聞いて（問うて）みる 

 12月は個人懇談や三者面談がありましたの

で、それをふまえてご家庭でも具体的な話し

合いがあったことでしょう。親から、言うべ

きことは、言う必要はあります。しかし中学

生以上の年代は、本人がわかって取り組まな

ければ身につかず、結局は本人が目指す目標

も成し遂げられません。それに中学生ともな

れば、自分の行動や目標を説明する責任はあ

ります。「どう思って」「どう行動する」の

か。親は少し距離をとって、本人に「聞いて

(問うて）みたら」いいですね。学校のこと

に限らず、本人の思うところ、やっているこ

と、先入観なしに、関心をもって「聞いてみ

る」と、互いに見えるものがあるのではと思

います。 

 中学生は発展途上、半人前だからいいので

す。「まだ半人前のくせに」ではなく、「半

人前としての完成形」でと言うことは、今し

か聞けないことかもしれません。 

 

〇 冬休みの生活 

 明日から冬休みに入ります。今年もあまり

外出できない休みになりますが、目の前の

「自分の時間」を主体的に使えるようになる

ことも、休みならではの成果です。ゲームや

インターネットにのめり込む弊害は、常に申

し上げている通りですので、様子を把握して

ご指導ください。家族の一員として家事の手

伝いをするのは当然です。そして、中３の受

験生は、最後のひとがんばりに挑んでいく一

日一日を、ぜひ大切に過ごしてください。 

 年明けも、平常な学校生活が続くことを願

いつつ、皆様よいお年をお迎えください。 
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 12月17日にスピーチコンテストの本選

が行われました。ＡＢ組は全員によるクラ

ス内予選で選出された代表２名が、ＣＤＥ

組は各学年の代表１名が出場していま

す。 

 本選はＡＢ組は原稿用紙3枚以内、ＣＤ

Ｅ組は1分程度という制限内で、内容と表

現を審査基準としています。学年を問わ

ずどのスピーチも訴える力があり、とても

聞きごたえのあるものとなり、聞いている

生徒にとって大きな刺激となりました。 

 以下に入賞者のスピーチ内容を掲載し

ます。 

１位 Ｋ・Ｍ さん  『誰かのために 』  
 

不思議な力。誰かのために行動したとき、体の中から沸き上がり自分の想像を超

えたパワーとなる。私が経験したこの力の源はかけがえのない仲間の存在だ。それ

まで私は、自分を高めるためだけに力を使うメリットだらけの状態を続けてきた。

しかし、それには限界があることに気付いた。これ以上追いこもうと思っても自分

を動かす力がでない。モチベーションが上がらないのは、自分自身をいくらでも甘

やかし、疲れたら楽な方に流れることができるためだ。ある時、自分にプレッシャーのかかる出来事が起

き、大切な仲間のために頑張らなくてはいけない場面に遭遇した。私は、中途半端な事はできない、失敗

したら迷惑がかかる、という心境に陥った。仲間の期待に応えられるよう無駄な時間を削り、毎日必死に

努力した。その時、想像を超えた力が無意識に湧き上がり、仲間と最高の笑顔を共有することができた。

じんわりと温まる心には、今まで感じたことのない幸福感が広がっていた。人は自分のために頑張ろうと

思ったり、自分が困ったりしていても、火事場の馬鹿力は出ない。だが、誰かのためなら全力になれる。

そして最強の自分になれる。誰かがいてくれるからこそ、人は無心で力を出すことができるのだ。 

生命科で学んだフィリピンのゴミ山で一家を支えるひたむきな少女や、アフガニスタンで活動する中村

発表順 発表者氏名 テーマ 

1 Ｎ･Ｎさん 分析する力 

2 Ｏ･Ｎさん 涙の価値 

3 Ｙ･Ｈさん コロナ禍のコミュニケーションについて 

4 Ｙ･Ｋさん 挑戦 

5 Ｎ･Ｋくん パティシエへの夢 

6 Ｋ･Ｍさん 誰かのために 

7 Ａ･Ｒくん 「我人に背かず」の世界 

8 Ｔ･Ｙくん 人の役に立つこと 

9 Ｋ･Ｙくん コロナウィルスと人々の分断 

10 Ａ･Ｔさん 日本の投票率から考える、選挙の必要性 

11 Ｉ･Ｙさん 才能はない 

12 Ｍ･Ａさん 「努力する」とはどういうことか 

13 Ｈ･Ｔくん 印象に残った言葉 

14 Ｋ･Ｂくん 私の幸福論 

15 Ｔ･Ｋくん ３年間の感謝を込めて 
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医師も、誰かのためにという願いを原動力にしていたのではないかと想像する。身近なことでは、親

が子どものために自分の人生をかけて力を尽くし大切に育む姿も、同様ではないだろうか。「役に立

たなくなったら人生は終わりだなぁ。」と口にした祖父は癌に罹患し、とうとう動けなくなった。し

かし、「良い人生だった、悔いは無い。」と言葉を残し、天国へと旅立った。私にあふれる程たくさ

んの愛情を注いでくれた祖父もまた、人のために役に立ちたいという信念を持って生きたはずだ。人

は誰でも、役に立つことで自分の生きる意味や目的を見いだすのかもしれない。そして自分だけが満

ち足りるのではなく、自分以外の誰かの幸せを願い行動したときこそ、人は最も光り輝くに違いな

い。 

今、世界中でSDGsの活動が広がっている。これは自分ごとでもあり、未来の誰かのためでもあ

る。グローバル化が進む今、学校での学びや、近年特に力を入れる英語教育は、社会を変え、世界へ

発進するための一助になるだろう。私は今、家族や友人に恵まれ、充実した日々を送っている。周り

の人達に支えてもらい恩恵を受ける側から、これから年齢が上がるにつれ誰かのために自分が行動す

る側へと変化しなければならない。私は、将来医療関係の仕事に携わりたい。そこで多くの人と共に

困難を乗り越え、希望の光を見出し、力になりたいと強く願っている。誰かの喜びが、自分の生きが

いになるように。  

 

２位 Ｉ・Ｙ さん  『才能はない』  
 

｢自分には才能がない｣、私は今までの人生において、困難や挫折、乗り越えな

ければいけない、あるいは乗り越えたい壁に直面する度に、｢自分にも才能があ

ればよかったのに｣と思ってきました。また、その才能がどうにかして自分の手

に入らないかと考えていました。｢才能｣という言葉を辞書でひくと、｢物事を巧

みになしうる生まれつきの能力、才知の働き｣とあります。やはり才能は生まれ

つきのものであり、どんなに手に入れようともがいても手に入ることはないのではないでしょうか。

私が思い悩んだ末に出した答えは、｢才能は大きく分けて2つ存在する。それは、ごくわずかな人しか

持ち合わせていない生まれつきの才能と、誰もが持ち合わせている『頑張れる才能』である｣というも

のです。私は小学生の頃、逆上がりができませんでした。同じ頃に練習を始めた友達が次々と成功し

ていくのを見ている中、幼いながらに思ったことは、｢自分にも才能があれば皆みたいに逆上がりがで

きるようになるのか｣ということでした。その後練習を重ねた私は無事逆上がりができるようになるの

ですが、今思い返してみると、友達に遅れをとる中でもできるようになりたいと思い練習を続けてい

たいちばんの理由は、ただ単純に｢鉄棒が好き、遊ぶのが楽しい｣という気持ちがあったからだと思っ

ています。 

私には生まれつきの才能はありません。世の中の大半の人には生まれつきの才能などない、しか

し、｢頑張れる才能｣は誰にでもあります。この才能は、自分の好きなもの、執着しているものの前で

なければ発揮することができません。純粋な｢好き｣という気持ちには、努力を、頑張りを牽引する大
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きな力があるのだと、私は思います。鉄棒が好きだから逆上がりができるように練習する、好きな曲

を弾きたいからピアノに打ち込む、行きたい高校があるから勉強して偏差値を上げる、など、私たち

は日常の中で、案外｢頑張れる才能｣を発揮しています。これも、立派な才能です。もし自分の努力の

できなさ、頑張れなさに悩むときがあれば、その対象とするものを自分はそこまで好きだと思ってい

ない、つまりはさほど重要ではないのかもしれません。才能はない。ある人の方が少ない。しかし、

生まれつきの才能と同じ、あるいはそれ以上に価値のある｢頑張れる才能｣は、私にも、あなたにも、

全員が等しく持っているものです。この才能の存在を頭の片隅に置いておけば、困難や挫折に直面し

て困ったとき、きっと私たちを助けてくれるでしょう。 

最後に、私の考えを集約してくれているような素晴らしい言葉を紹介します。これは、宮下奈都さ

んの『羊と鋼の森』という小説の中で、調律師を志す青年に先輩がかけた言葉です。｢才能っていう

のは、ものすごく好きだっていう気持ちなんじゃないか。どんなことがあってもそこから離れられな

い執念とか、闘志とか、そういうものに似ている何かを、才能と呼ぶのではないか。｣ 

  

３位 Ｋ・Ｂ くん  『私の幸福論 』  
 

 毎年3月20日は世界幸福デーです。国連はこの日に世界幸福度ランキングを発

表していますが、日本は徐々に順位を落としています。日本は先進国の一つであ

り、生活において不自由なことはほとんどありません。それなのにいったいなぜ日

本にいると幸せを感じられないと思われているのでしょうか。 

私はアラハバードというインドの貧しい農村を訪れたことがあります。一般的に

は外部から知らない人が来たら村の人達は警戒します。しかし彼らはニコニコと「ナマステ」などと

声をかけてくれ、貧しいのに貧しさを感じさせないような明るく和やかな雰囲気でした。一方、日本

は年々自殺者が増えており、毎年約3万人も亡くなっています。この3万人という数は、毎年事故で亡

くなる人よりも多いです。自殺による死者の数が事故による死者の数を上回るのは世界で日本だけで

す。このデータを見れば日本は不幸だと思うでしょう。生活の裕福さに大きな違いがあるのに、経済

的に潤っている日本人よりもインド人の方が幸せそうに感じるのはなぜでしょうか。 

この疑問の答えは、幸せかどうかは絶対的基準をもとに判断するときと、相対的に判断するときの

2つがあるからだと考えます。相対的に判断する、つまり人と比べて幸せか考えると際限がありませ

ん。例えば自分が沖縄に行って羨ましがられても、友人に「ハワイに行った」と自慢されたら自分は

不幸だと感じるかもしれません。ハワイに行けてもその人は飛行機でビジネスクラスに乗っていた

り、自分が泊まった場所よりも高級なホテルに泊まっているかもしれず、完全に満足できることなく

常に自分が不幸である状態になってしまいます。 このように相対的に幸せかを決めると、トップにい

ないと常に満足できないようになります。逆に、幸せかどうかは自分で基準を決め、絶対的に判断す

ると、例えばインドでは、車のサイドミラーで今日も自分の髪型がきまっていることを確認して幸せ

だと思えるよう、周りで何があっても自分は幸せな状態でいられます。 



つまりインド人は、絶対的に自分が幸せかどうか考えている人が多いために幸せそうに見え、日本

人は相対的に幸せかどうか考えている人が多いため不幸に見えると言えます。 

相対的に幸せか判断して自分は不幸だと感じながら過ごしていくよりも、自分は幸せだと思いなが

ら過ごした方が人生を楽しめます。皆さんも、幸せかどうかは自分で基準を決め、絶対的に判断して

はどうでしょうか。身近なところで言うと、ラーメン屋で味噌ラーメンを頼んだら右隣では味噌

チャーシュー麺を、左隣では煮卵までつけてきた。それでも私は目の前に出てきた味噌ラーメンに向

き合って、一口一口味わって食べる生き方をしたいです。 

 1･2年AB組は12月8日に東京都の体験型英語学習施設で

あるTOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）で語学研修を行いま

した。活動は７～８名のグループ単位で行いますが、そこに

は１名ずつ、外国人スタッフがエージェントとしてつき生徒たち

の手助けをします。施設にはミッションカードを使って海外で

遭遇しうる多様な場面に挑戦する「アトラクションエリア」と、

映像制作やプログラミングなどに英語で挑戦する「アクティブ

イマージョンエリア」の２つの体験エリアがあり、各学年でグ

ループごと、３つのセッションを体験しました。 

 「アトラクションエリア」では、海外の大学キャンパスの購買所での買い物や飛行機内でのやり取りをミッショ

ンとして実行しました。また、「アクティブイマージョンエリア」ではグループで協力してニュース番組の制作をし

たり、プログラミング体験をする一方、スピーチのテクニックを学ぶ講座なども受けています。イングリッシュ・

スピーカーの方たちに対して、はじめは戸惑っていた生徒も、チームビルディング（自己紹介）のあとにはすぐ

に打ち解け、授業で習った英単語やジェスャーを駆使して会話を弾ませていました。以下に生徒の感想を紹

介します。 

「一日中たくさんの英語に触れ続けていたので、頭の中が英語だらけになってしまいました」「やり取りをする

場面がリアルでとても役に立つと思う」「普段の生活ではできない一

日中英語漬けの体験ができてとても楽しかった」「はじめは英語で

一日過ごすことってできるのかなと心配でしたが、エージェントの方

とグループのみんなで協力しながら思いっきり楽しむことがてきまし

た」「スタッフの人たちがみんなフレンドリーで話しやすく、グループ

で助け合いもできました」「1年生のときに行けなかったので、よりワ

クワクしました」「行っても喋れないと思っていたけど、行ってからは

自分から発言することができて楽しかったです」 
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 ３年生が昨年２年次に提出した探究科の作品の中から優れたものを選抜し、学校代
表として今年度の旺文社主催 第65回「全国学芸サイエンスコンクール」に応募したとこ
ろ、以下の通り２名が受賞しました！同コンクールは、1957年から青少年の学術・科
学・文芸の振興を目的に毎年旺文社が実施しているもので、内閣府・文科省・環境省
からも後援を受けています。今回も９万点を超える応募があった規模の大きなコンクー
ルであり、理科自由研究部門は13,452点中の上位入賞２作品に、社会科自由研究部
門については1,849点中の上位入賞３作品に選ばれる快挙です。 
 更に、今回は学校として、フジテレビ学校特別奨励賞（サイエンス分野 社会科自由研
究部門）に入賞することができました。これは、応募校数2,408校の小・中・高校のなか
から、サイエンス分野の社会科自由研究部門において優秀な作品を応募した学校１校
のみが選ばれるという賞です。「全国学芸サイエンスコンクール」のHPにて詳細を確認
できますのでぜひご覧ください。 
 

《 審査委員特別奨励賞 》理科自由研究部門 
  ３年 井内 煌惺くん 「環境型社会に直接貢献するリサイクル  
                              ～リサイクルに特化した傘を作製する～」 
《 旺文社赤尾好夫記念賞 銅賞 》社会科自由研究部門  
  ３年 川島 結菜さん 「新時代の女性像を探る 
                   ～ディズニープリンセスの分析を通して～」 
《 フジテレビ学校特別奨励賞 》サイエンス分野 社会科自由研究部門 
  武蔵野東中学校 

 氏 名 タ イ ト ル 

優 

秀 

賞 

阿部さん   ボディランゲージは語る 

内片くん   完全自立型 海に浮かぶ家 

大野くん   泥から発電 微生物は新エネルギーになるのか？ 

内藤さん   イヤーワームを起こしやすい曲の作り方 

中平さん   色彩計画を利用し、様々な建物にあう色を考える 

吉田さん   子ども食堂の実態と問題 

奨 

励 

賞 

石井さん   冷凍で食品ロス削減 

稲宮さん   ディズニーリゾートの魅力 

大森くん   企業が成長する方法 

影浦くん   プログラミングで永久機関を検証 

坂口さん   合理的な買い物とは～ミニマリストからの視点を通して～ 

牧野さん   目に留まるＨＰとは 

溝田さん   酵母づくり 

吉岡さん   交通事故の実態 ～今後に必要な設備とは～ 

入 

選 

梅田さん   現代まで人を引きつける日本茶の魅力 

ヘラスくん   ドローンのビジネス活用について 

増田さん   実践！子供の背が伸びる可能性を秘めた健康生活 

山本くん   HOUSE ターゲットに合う最高の家 

 ２年生が１年間をかけて取り組んだ個人探究作品の校内審査がおわ

り、以下が入選となりました。 
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○「社会科見学講座－UNHCRの出張授業」（１～３年ＡＢ組希望者）10/15 実施 

国連UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）協会の方をお招きして、前半はワークショップを行

い、大切なものを失ったらどのように思うかを想像して、喪失の疑似体験をしました。後半は、

講師の方が実際に訪れた海外での体験談を交え、難民の現状についての講義がありました。

SDGsなどについても理解を深められたようです。 

○「キャリア教育講座」（ＣＤＥ組）11/22 実施 

『私のライフデザインと支えあう未来』というテーマで、日本生命保険相互会社の方々に、将来

設計や人生プランについてを話していただきました。近くの友だちと「今100万円があったら何に

使いたいか。」「10年後どんなことをしていると思うか。」など意見交換を行い、続いて「まさか」

の時の備えと支えあいの大切さを学ぶことができました。 

○「薬物乱用防止教室」（１年ＡＢ組）11/24 実施 

小金井警察署の方のお話やDVDの視聴を通して、薬物の基本的な知識から、たとえ人に勧め

られても絶対に断ることの大切さを学びました。講演では近年の薬物使用の事例にも触れ、身

近な話題であるということや、関わるようなことになれば将来を棒に振ってしまうことにつながる

のだということなどを、力説されました。 

○「金融・経済に関する講演会」（２,３年ＡＢ組）11/24 実施 

関東財務局東京財務事務所理財課の方より、「銀行の仕事と役割」と「成年年齢引き下げと注

意点」の2つのテーマでお話がありました。銀行が経済の中で果たしている役割については、専

門用語を交えながらもわかりやすく説明していただきました。また成年年齢が引き下げられるこ

とで、18歳から可能となる契約について、起こりうるトラブルなどのお話も聞くことができました。 

○「ふれあい天文学」（１～３年ＡＢ組希望者）11/24 実施 

国立天文台科学研究部の方のお話をZoomを通して遠隔で実施しました。２時間以上にわたる

講演で生徒たちの好奇心を誘う充実した内容でした。ブラックホールや地球外生命体の話な

ど、普段は聞くことのできない、専門的な知識を盛り込んだお話を生徒たちはとても興味深そう

に聞いていました。  

○「サイエンスラボ」（１～３年ＡＢ組希望者）12/1 実施 

法政大学の生命科学部応用植物科学科の実験室で、植物の病原菌観察を行いました。はじめ

に大学の先生より植物の病原菌の研究が食糧問題でどのように生かされているか、また今後

の問題点などの講義もありました。菌を培養する作業など、普段は経験できない作業に生徒た

ちは真剣に取り組み、電子顕微鏡の画像に驚嘆していました。  

○「美術館見学講座」（１～３年ＡＢ組希望者）12/4 実施 
東京国立近代美術館にて所蔵作品展「MOMATコレクション」を見学しました。近代以降の美術

の各分野の作品を見て、ワークシートに気付いたことを書き込みながら鑑賞しました。ある生徒

は、「教科書で見たことのある作品だが、これほど繊細だとは思っていなかった」と感想を述べ、

美術館で現物を見ることの意義と楽しさを実感していました。 
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 皆様、どうぞよいお年をお迎えください。 

 全国4449校エントリーの中、第一次審査で上位400校が選ば

れ、さらに第二次審査において全国上位12校となる優良賞が与え

られました。優良賞以上の受賞は今回が18回目です。また本年、

本校は東京都内で唯一の受賞校となりました。 

 3年生が選考対象となり、各個人の総合評価が5段階に分かれて

いる中、男子は上位2段階に80.8%、女子は90.7%が入るなど、3年間

の継続した取り組みが評価されたようで、生徒たちの励みになって

います。 

 12月11日に毎日新聞本社で行われた表彰式には、代表として3A

藤原君と伊藤教諭が参加し、賞状を受けとりました。 受賞校記念撮影 

野球部 

●令和3年度小金井市中学校野球研修大会 

                 （11/27,28 小金井一中） 

 対 小金井南中 0対10 負け 

   交流戦 

 対 小金井一中 0対9 負け 

 対 中大付属中 1対1 引き分け 

 

体操競技部 

●第62回東京都中学校体操競技新人大会 

   （12/11,12 有明スポーツセンター７階 大体育室）  

女子団体 総合2位 

  １年 宮田さん  個人総合4位、種目別跳馬1位 

男子団体 総合4位 

  ２年 森田くん  個人総合4位、種目別跳馬2位 

   

サッカー部 

●10支部育成リーグ（12/12,19 国分寺五中） 

 対 立川二中 4対5 負け 

 対 国分寺二中 1対6 負け 

 対 国分寺五中 3対2 勝ち 

 １１・１２月の部活動試合結果（～12/19) 

優良賞  


