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●スポーツ大会    ●京都奈良修学学習 

●1CDEチロル学園合宿 ●部活動試合結果 

  

ＨＩＧＡＳＨＩ 

   ＣＯＭＰＡＳＳ 

今が、鍛えどき 

  

校長 菊地 知恵子 

 
〇  9月の学校 

 第7波が猛威をふるった夏を乗り越え、9月

は今年度の学校生活の中心部分に取り掛かった

1か月でした。3年生の京都奈良修学学習や1年

生のチロル学園合宿という2つの校外行事が実

施でき、明日のスポーツ大会へ向けての準備は

万端です。 

 

〇 スポーツ大会に向けて 

 スポーツ大会の企画・運営を担うのはスポー

ツ推進委員会です。今年のスポーツ推進委員

は67名。リーダーとなる3年生が、委員長を

中心に、縄スイ（縄とび推進プロジェク

ト）・応援・会場・アナウンス・競技の５つ

のセクションに分かれて、それぞれのセク

ションリーダーが連携して進めてきました。 

 委員会が全校生徒に呼び掛けている「縄ス

イ」は恒例となり、もはや伝統と言ってよい

ものに成長してきました。「縄スイ」とは、

プログラム1番の全校競技「チャレンジTHE 

ROPE」の当日までの取り組みを推進するもの

です。学年などにより跳ぶ課題は異なります

が、制限時間をクリアすれば一人1点。チーム

にとって大きな得点源です。ＡＢ組とＣＤＥ組

のペアで、朝に昼にと一緒に練習をする姿は、

最近の日常風景です。多くの生徒が家でも練習

していることでしょう。ペアで練習した回数が

多いチームには競技前の事前加点もあります。

ＡＢ組とＣＤＥ組が一緒になっての学年競技

も、ますます練習成果があがっています。まだ

暑さもあり、疲れて帰宅することもあるでしょ

うが、中学生としての体力をつけているのは、

今まさにこの時期になります。体力のみならず

精神的な力も鍛えられていきます。 

 とはいえ、本番当日も練習通りにいくとは限

らないのがスポーツの常。それぞれが、自分の

場所で力を尽くします。互いに認め合う、思い

出に残る一日になることでしょう。今年はご家

族１名の方に観覧いただくまでにさせていただ

きました。どうぞ、画面ごしの観覧となる保護

者の方も、応援をよろしくお願いいたします。  

  

〇  ある日のできごとから 

 ある日の授業。先生が、探究課題を提示しま

す。聞きなれない言葉に、生徒は「何だろ

う？」という顔。先生から指示は出ていないけ

れど、手元にあるクロームブックで検索すれ

ば、今日やることはだいたいわかるぞ。そんな

表情が、生徒の顔から読み取れます。  

 しかし、段取りを追って探究していくことが

今日の授業の目標。言葉の意味を調べて、結論

に先回りしてしまう、答えだと思うものを知ろ

うとする、そんな単純なことが授業の最終目標

ではないのだが。 

 これは、ある日の先生のつぶやきで、それを

聞いていた他の先生にもに思い当たることがあ

るようでした。 

 最近は大人も子どもも、すぐに調べられる便

利さを大いに享受しています。でも、そうやっ

て答えに近づくことで、かえって得られなくな

ることは何でしょう。それは、「何もないとこ

ろから探っていく力」、または「混沌とした中

から、だんだんと糸口が見えてくるワクワク

感」かもしれません。 

 今や日本中の学校にＩＣＴの機材は充足しつ

つあり、ご家庭でもインターネットからの情報

に触れる時間も多いかと思います。「情報」や

「知識」に満たされることと、そこから「考え

て」いくかどうかは別問題です。根のない思考

に実りはありません。きちんと段取りを追って

考える訓練をすることは、積み重ねれば、本質

的なことを考える力をつけることになります。

また、それを怠れば、考える力は衰えてしまう

でしょう。中学生は、今が、鍛えどきです。大

人が守りすぎ与えすぎれば、力はつきません。

伸び盛りを見守り、必要な程度の手助けをよく

見極めていきましょう。 
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 スポーツ大会は、毎年スポーツ推進委員会の生徒たちが、中心となって企画・運営を行っています。学年競

技は、委員会の生徒たちの意見をもとにルールが決まりました。以下に、簡単にご紹介します。 

No.3 大縄回し (3年生) 

   試合は2回戦で行います。1回戦は、60秒間に1人ずつが連続で跳びぬけます。2回戦は全員がいっせいに 

跳躍し、跳んだ回数が記録となり、勝敗は1回戦、2回戦の合計の数で決まります。  

No.5 ２人３脚リレー (1年生) 

   ABクラス、CDEクラスでペアを作り、2人3脚からスタートし、最大4人5脚で速さを競うリレー種目です。

足にはチームカラーのゴムチューブを、手には棒を持ち息を合わせて走ります。   

No.7 球技リレー (2年生) 

   9種類の球技スポーツの道具を使い、折り返しのリレー方式で勝敗を決めます。ペアでボールを使ってパ

スを繋ぐ第3,9,12走者は、ゴールまでに10回以上のパスを繋ぐ必要があります。 

No.11 障害物 リレー (3年生) 

   ABクラスとCDEクラスが協力して1周100mを走ります。途中にハードル飛び越し、玉入れ、ペアなわと

び、迷路 の4か所の障害物を乗り越えて、次の人にバトンタッチしていきます。  

No.12 むかでリレー (2年生) 

   2人組のむかでからスタートし、その後3人組、4人組と人数が増えていきます。最後は、各チームの代 

表6人で、コースを半周し、ゴールを目指します。 

No.13 なわとびリレー  (1年生) 

   前半はABクラスとCDEクラスが交互に、後半はABクラスとCDEクラスがペアになり、縄を使って協力しな

がら様々な跳び方でリレーをしていく競技です。 

（緑チーム・3年生 阿部さん、保谷くん、山本くん） ※各チーム五十音順 

 今年の緑はチーム力が抜群。リーダーを中心に最高の大会にしていきます。また1～3年生縦割りチームの良さを生かし3

年生が引っ張り、盛り上げていきたいと思います。緑チームだからこそできる後半戦前の応援は見ものです。 

（赤チーム・3年生 石井さん、諏訪くん、渡辺さん） 

 夏休みの縄跳び練習以降、9月に入ってからも、それぞれが精一杯練習に取り組んできました。本番では練習の成果を全

て出し切り、チーム一丸となって3年連続優勝を目指します。明るく楽しくパワー全開の赤チームは最高のチームです。 

（白チーム・3年生 太田くん、松島さん、森田くん） 

 大会当日に向けて、1回1回の練習を大

切に取り組んできました。白チーム一丸

となった応援は見ものです。チームが

協力して今まで努力してきたことを100%

発揮できるよう優勝を目指して頑張りま

す。 

チームリーダーからの一言 
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 チロル学園合宿では、地域の農家の方々の支援をいただき、初めての農業従事作業を体験してきまし

た。あいにく天気には恵まれず、予定をしていた畑や田には行かず、1日目・2日目ともに農産物加工場で

作業をしました。内容は日よけの為にブドウに掛ける紙製の笠か

らホチキス針を外し、その紙を手で丁寧に広げてしわを伸ばす作

業です。合わせて傷物のブドウを選別し、指定された重さでパッ

ク詰めの作業もしました。立ち作業が中心で学校でのジョギング

やなわとびとはまた違った体力を使いました。疲れて果てて音を

上げてしまうのでは？と様子を見ていたところ、生徒から「もっ

とやらせてください」という作業のおかわりアピールがあり、頼

もしい限りでした。農家の方々が愛情を注いで育てたブドウを

パック商品にしてお客様に提供するという「やりがい」や最後ま

で取り組む「仕事への責任感」を学ぶことがでました。 

 

 

 

 台風接近に伴い天候も心配されていましたが、3日間とも傘を使うことなく比較的過ごしやすい気候・

気温のなか活動を行うことができました。特に2日目の行程は、AB組は事前に社会の授業やHRの時間など

で学習班ごとに下調べをした場所をそれぞれ見学し、教科書やインターネットでしか見ていなかった文化

財などを実際に間近で見ることができ、学びを深める機会となりました。CDE組は午後に太秦映画村へ行

き、クラスごとにトリックアートや謎解きなどのアトラクションを体験した後、全員で忍者ショーを鑑賞

しました。今回の修学学習は3年生にとって5クラス混合の班での初めての宿泊学習でしたが、3日間を通

して全員で協力しながら過ごすことができ、出発前は楽しみ半分・緊張半分といった様子でしたが、帰っ

てきたときの表情は達成感に満ちており、良い経験となったようです。 

 以下に生徒たちの感想を紹介します。 

 

【AB組】「歴史を学ぶ上で、現地に行くことでより学びが深まり、学習意欲も湧いてきた」「AB組はもち

ろん、CDE組の友達との仲をさらに深めることができ、いい経験になっ

た」「事前学習ではみんなの行きたい場所の意見をまとめるのが難しかっ

たが、それも含めて楽しい３日間だった」「建築技術や景観のすばらしさ

を感じることができた」「受験を前に、みんなといい思い出作りができ

た」「帰りの新幹線でABの生徒もCDEの生徒も『まだ帰りたくない』と

言っていて、自分も本当に楽しかった」 

【CDE組】「金閣寺は想像よりも、写真よりも光っていて驚いた」「太秦

映画村では仮面ライダーや忍者ショーを見ることができ、

楽しかった」「部屋ではみんなでトランプやウノなどをし

て楽しかった」「3日間、学習班でも生活班でもみんなで

たくさん話して仲良くなることができて嬉しかった」「こ

のメンバーでまた京都奈良へ行きたいと思った」「自分で

選んだお土産を家族が喜んでくれて嬉しかった」 
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陸上競技部 （入賞者） 

●第68回全日本通信陸上東京都大会兼関東、全国大会選考会 

                                 （7/22、23 駒沢陸上競技場） 

 3年石井さん    共通走幅跳 5m25 2位入賞 

 3年ヘラスくん     共通走高跳 170cm 5位入賞 

 1年押木さん      １年走幅跳 4m70 2位入賞 

 1年平井さん   １年100m   14”12 6位入賞 

 ※3年石井さん、ヘラスくん、1年押木さんは東京都代表として関東大会 

  進出(18年連続出場) 

●第65回東京私立中高対抗陸上競技選手権大会      

                （8/24～26 駒沢陸上競技場） 

 3年渡邉くん   共通走幅跳 5m77 5位入賞 

 3年ヘラスくん     共通走高跳 180cm 1位優勝 

 1年押木さん   共通走幅跳 4m70 1位優勝 

 1年平井さん   1年100m  13”54 1位優勝 

 2年伊藤さん   共通100mH 17”82 6位入賞 

 2年大久保さん  共通走幅跳 4m27 7位入賞 

卓球部  

●第75回東京都中学校卓球選手権大会 

                （7/23 江戸川スポーツセンター） 

＜シングルス＞ 2回戦まで  3年渡辺さん 

●第69回東京私立中学・高等学校卓球大会 

                 （8/17～18 東京体育館） 

＜シングルス＞5回戦まで 2年宮澤さん（ベスト32） 

＜女子団体＞2回戦まで (宮澤.さん・鈴木さん・新田さん・羅田  

さん・中山さん・庭野さん) 

●第74回小金井市民体育祭卓球大会（9/18 小金井体育館） 

＜シングルス＞ 上位トーナメント進出 

    2年宮澤さん 3位入賞 

     2年羅田さん   2年鈴木さん   2年新田 さん 

    1年中山さん  1年山本くん   1年小辻くん  

テニス部 

●東京都新人テニス第8ブロック大会（8/27～9/11 各会場） 

 2年齊藤くん    3回戦まで 

 1年木村くん  ベスト8 (都大会出場) 

サッカー部 

●小金井市内大会 (9/4  学芸大中) 

   1回戦敗退 

バスケットボール部 

●小金井市内大会 (9/4  小金井二中) 

   予選リーグ敗退 

  

 ７～９月の部活動主な試合結果 

陸上競技部 ●第50回関東中学校陸上競技選手権大会 （8/8～10 神奈川県レモンガススタジアム） 

                          ＜東京都の中学校として唯一、18年連続で関東大会に進出＞ 

                   3年石井さん     共通走幅跳 5m33 5位入賞 

                   3年ヘラスくん      共通走高跳 185cm 2位入賞 

                   1年押木さん     １年走幅跳 4m67 11位 

体操競技部 ●第61回東京都中学校体操競技選手権大会 （7/24～26 江東区立第二砂中） 

                      男子団体総合 優勝  (森田くん、清水くん、森田くん、萩原くん) 

                      女子団体総合 4位入賞(笠原さん、澤田さん、宮田さん、伊藤さん)  

 ●第53回関東中学校体操競技大会 （8/4～6 埼玉県くまがやドーム） 

                         男子団体総合 5位入賞 (森田くん、清水くん、森田くん、萩原くん) 

ダンス部 ●第61回東京都中学校総合体育大会兼第74回東京都中学校創作ダンスコンクール 

                                  （7/21 なかのZERO大ホール） 

                   作品「JONGARA ～棘の道～」 第１位＜3年連続8回目＞ 

 ●第61回東京都中学校総合体育大会兼第52回東京都中学校ダンス選手権大会 

                                             （7/22 駒沢オリンピック公園総合体育館）  

                         既成作品「カノン」 学校対抗戦 第１位 ＜17年連続27回目＞ （坂口さん、須原さん、黒沢さん、藍原さん、黒﨑さん） 

                       オープン戦 第1位 （牧野さん、白須さん、池田さん、小久保さん、金田さん） 

Topics 


