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３００の心が手をつなぐ
校 長

菅野

武彦

新聞記事で知った「てをつなぐ」(鈴木まもる
著、金の星社)という絵本を手に取った。男の子
が母と手をつなぐところから始まる。「ぼくは
かあさんと てを つないだ かあさんは いも
うとと てを つないだ いもうとは とうさん
と てを つないだ つぎは あったかくて や
わらかいて とうさんは だれと てを つない
で いるのかな？…」
。その手は家族から、日本
で働くさまざまな職業の人へ、そして外国の
人々や動物へと地球全体に広がっていく。
絵本の中頃で民族衣装に身を包んだ外国の
人々が手をつないでいて、ひときわ目を引く。
その数、なんと 107 人。
「がいこくのひとだ は
だの いろも はなす ことばも ちがう すんで
いる ところも きている ふくも ちがう でも
てを つなげば みんな いっしょだ …」。そし
て、ラストシーンが圧巻だ。チンパンジーと手
をつないだ「ぼく」の手が誰ともつなげないで
いる。
「おーい だれか きてー あっ きた でも
とどかない てを のばさないと とどかない
もうすこし もうすこし …… つながった！
てを つなぐと あったかい てを つなぐと う
れしくなる」。
こちらは実際に手をつないだ話である。向陽
中生が合唱の練習で手をつないで歌ったとい
う。「Ａ組はどのクラスよりも様々な練習をし
てきたと思います。男女交互に並んだり、みん
なで手をつないで歌ったり、小さなグループに
分かれて練習をしたり、向陽祭実行委員を中心
に工夫をして練習に励みました。…」
（｢第２学
年だより No16｣生徒作文より）
。担任の先生によ
ると、３年生が手をつないで歌っていると学級
で話したところ、
「よし、やってみよう！」とい
うことになったのだと。すでに合唱練習を楽し
む雰囲気があったことがよく分かる。２年生の

《 教 育 目 標 》
◇よ く 考 え る 人
◇思いやりのある人
◇た く ま し い 人

『人間賛歌』の教育

合唱が注目を浴びたのもこうした練習があっ
てのこと。自立的な活動の成果である。２年生
の成長がうれしい。来年が楽しみだ。
３年生が始めた「手をつなぐ」。“さすが！”
である。３年生にはすでに心が手をつないでい
る雰囲気がある。これ以上の集団力ってあるだ
ろうか。しかも最上級生として臨む向陽祭とも
なれば、いつも以上に一人一人の心の手がつな
がっているように感じた。３年生１０６の心が
手をつないだ合唱にみな感動した。３年生一人
一人の“私がやる！”の気持ちがあふれていた。
だから、朝練習からみんなで大きな声で歌える
のだ。その光景が私の胸にじいんときた。閉会
式でみんなで３年生に拍手を送った。
明るく元気な１年生。ところが、明るく元気
だからと言って、合唱がうまくいくとは限らな
い。かえってそれがあだとなることもある。で
も１年生は違った。
“明るく元気”を遺憾なく発
揮できるところが心強い。私は１年生にはいつ
も“はつらつさ”を求める。トップバッターの
Ｂ組が流れをつくり、その後の学級も１年生ら
しく“元気はつらつと手をつないだ合唱”を披
露した。頼もしい１年生である。
向陽祭の練習に「よく取り組めた」と「だい
たい取り組めた」の占める生徒の割合は１年生
95%、２年生 95%、３年生 98%だった(向陽祭実行
委員会生徒アンケート結果より)。向陽中生が
向陽祭で心の手をつないだ証である。３００の
心が手をつないだ向陽祭。開校７０周年記念ス
ローガン「刻～新たな歴史 ３００の心で～」
を見事に体現した向陽中生を誇りに思う。
絵本「てをつなぐ」の最後で「ぼく」が感じ
た「てをつなぐと“あったかい”
、てをつなぐと
“うれしくなる”」を向陽中生はよく心得てい
る。だから素直に心の手をつなぐことができた
のだ。またしても生徒の成長にかかわってきた
教職員に感謝である。
（来場者数６２１名）

10 月下旬から今日までの主な行事
開校７０周年記念（第３２回）向陽祭 １０月２１日（土）

合唱コンクール

合唱コンクール【第１学年】
向陽祭のオープニングを飾った１年生の合唱。課題曲は「夢は大空を駆ける」。どのクラスも
元気いっぱいの歌声を響かせて、向陽祭全体を盛り上げてくれました。
最優秀賞 １年Ｃ組
指揮者賞 渡邊 菜帆さん
１年Ａ組
１年Ｂ組
１年Ｃ組
自由曲「怪獣のバラード」
自由曲「COSMOS」
自由曲「大切なもの」

合唱コンクール【第２学年】
１年生に続いて素晴らしい合唱を披露してくれた２年生。課題曲は「時の旅人」。１年生よりも
数段たくましい歌声に、中学生の時期の成長の大きさを実感させられました。
最優秀賞 ２年Ｂ組
指揮者賞 亞厂 恒佑君
２年Ａ組
２年Ｂ組
２年Ｃ組
自由曲「明日へ」
自由曲「YELL」
自由曲「手紙」

合唱コンクール【第３学年】
期待が高まったなかで、四部合唱の難しい課題曲「大地讃頌」を見事に歌いきってくれた３年生。
さすが３年生と１・２年生が圧倒させられました。参観してくださった保護者の方や地域の
方を含め会場全体を感動させ、向陽祭を充実させてくれました。
最優秀賞 ３年Ｂ組
指揮者賞 宇賀神 実紀さん
柏原 達哉君
３年Ａ組 自由曲「友～旅立ちの時～」 ３年Ｂ組 自由曲「証」
３年Ｃ組自由曲「虹」

開校７０周年記念（第３２回）向陽祭 １０月２１日（土）午後の部
ビデオ上映 都立中央ろう学校の生徒の皆さんによる手話歌
都立中央ろう学校の生徒の皆さんが、
手話歌の「ありがとうの輪」、
「にじいろ」でビデオ出演してくだ
さいました。手話歌の表現力豊かな
発表に、会場中が温かい感動に包ま
れました。

吹奏楽部
吹奏楽部は「ＤＡＫОＴＡ」と
「パイレーツ オブ カリビアン」
「ゴジラマーチ」「シュガーソング
とビターステップ」の演奏を披露し
ました。会場全体が手拍子で応援し、
熱気が溢れました。最後に「ハピネ
ス」を演奏し、アンコールに応えて
くれました。
吹奏楽部のあと、ＰＴＡのお母様たちのコーラスに続き、先生方がステージにあがりました。
生徒の皆さん、大きな拍手と声援をありがとうございました。

ＫＳＣＣダンスにも出演していただきました。
力強いダンスに大いに盛り上がりました。

ダンス部
地域で活躍するダンス部も向陽祭を盛り上げてくれました。

⇒
佐藤禎良先生と三年生の松本奈々美
さんが制作した立て看板

ＫＳＣＣダンス

すぎなみ舞祭

１０月１５日（日）

杉並第十小学校校庭（蚕糸の森公園運動場）

１０月１５日、あいにくの雨でしたが、蚕糸の森
公園運動場で区内のダンス団体が集う第１０回
すぎなみ舞祭に向陽中ダンス部 ＤＡＮＣＥ
ＰＨОＥＮＩＸが参加し、元気いっぱいのパフォー
マンスで「団結賞」を受賞しました。

総合震災訓練

１０月２８日（土）下高井戸おおぞら公園

１０月２８日（土）
、下高井戸おおぞら公園で
総合震災訓練が行われ、向陽中レスキュー隊７
名とボランティア部２名が参加し、地域の方々
と怪我をした方の応急処置や人工呼吸・心肺
蘇生などこれまでの訓練の経験をいかして、
活躍しました。

公共施設訪問

第１学年

１０月３１日（火）

１０月３１日（火）の５・６校時に１年生が、
図書館、郷土博物館、消防署、警察署、保健所、
スポーツセンター、福祉事務所、清掃事務所、
税務署、公会堂、児童館などを訪問し、見学や
インタビューを通して地域のお仕事を学びまし
た。お世話になった方々ありがとうございます。

第４９回町ぐるみ運動会

１１月３日（木）文化の日

向陽中学校校庭にて

１１月３日、文化の日に向陽中学校校庭を
会場に、第４９回町ぐるみ運動会が開催さ
れました。６０名近くの生徒ボランティア
が参加して、ゴールテープ、決審、用具、
整列、放送の４つの係に分かれて活躍し
ました。

表
○
○

彰

ダンス部ＤＡＮＣＥ ＰＨОＥＮＩＸ すぎなみ舞祭「団結賞」
英語学芸発表会 スピーチ 第一位 相賀 建君（相賀君は都大会に出場します）

《今後の予定》（１１月～１２月）
〇１６日(木)
○１７日(金)
○２０日(月)
○２３日(木)
〇２４日(金)
○２５日(土)

期末考査１日目 英語・社会・技家
期末考査２日目 理科・国語・美術
期末考査３日目 数学・音楽・保体
勤労感謝の日
避難訓練 ⑥校時授業カット
土曜公開授業 70 周年記念式典
震災救援所立ち上げ訓練
○２６日(日) 海外留学成果発表会
○３０日(木) 保育体験 ③･④校時
○12/1(金) 2 年校外学習（鎌倉）

〇12/４(月) 全校朝礼 全校三者面談～８日(金)
①校時授業カット 向陽祭展示始
○ ５日(火) 母校訪問（永福小）③校時カット
○ 6 日(水) 理科出前授業（3 年）②～④校時
〇 ７日(水) 母校訪問（高三小）②・③校時カット
○ ８日(金) 三者面談終了④・⑥校時カット
○ ９日(土) 土曜ＩＣＴ公開授業
総合学習発表会 向陽祭展示終
○１０日(日) 杉並区中学校駅伝大会
○１２日(火) ＰＴＡ運営委員会
○１5 日(金) 避難訓練

