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希望のことば
校 長

菅野

武彦

粋(いき)なことをやるなと思った。３年生が
昨年暮れに令和元年を振り返って書いた「今年
の漢字」が目を引いた。受験生としての奮闘ぶ
りが目に浮かぶようだ。例えば、
「絶怠絶迷」
（つ
いテレビを見たくなったり、ボーッとしていた
自分を戒め、怠け癖を絶つ。また、目標を定め
て迷いを絶つ。今年は受験生なので、今までよ
りも気を引き締めて、自分で自分をコントロー
ルする年にした。絶体絶命のピンチ脱出！）。つ
ぎに、
「頂愛糧改」
（頂愛糧改にした理由は、私
が今年受験生になり、感じたことが関係してい
ます。愛は先生、両親、兄姉から受けたものを
意味し、糧には母が毎日作ってくれたお弁当の
意味があります。それらを頂き、受験勉強の糧
にして、自分を改めた１年だったので、この四
字熟語になりました）
。前者は気概に富み、後者
は感謝にあふれている。言い得て妙(みょう)だ。
まさしく名言なり。改めてことばのもつ力って
すごい！と思った。
長い人生、名言や金言ばかりではない。時に
は「耳の痛いことば」に直面もする。避けては
通れないことに、次第にこれではいけないと思
い直す。
「耳の痛い」が「希望」のことばに変わ
る。私は子どもの頃何度となく痛い目に合って
きた。そう、失敗の繰り返しだったのだ。なに
せ自分の好きなこととやりたいことしかやら
ない。面倒なことは後回しか、やらないままだ
った。とにかく遊びに夢中だった。心配した父
や先生にこっぴどく叱られた。そんな中学生の
ある日、私の思考回路を変えることばに出合っ
た。
「備えあれば憂いなし」
。私の頭には“備え
る”という考えがなかったのだ。単細胞の私は
何事もぶっつけ本番、その場しのぎだった。
「備
えなくても憂いなし。それでも失敗ばかり」だ
った。その後の私の人生を切り拓き、仕事上の

《 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

座右の銘となった「備えあれば憂いなし」
。当時
の私には「希望のことば」だった。次第に、備
えても上手くいくとは限らないことを知るに
至り、備えの質にこだわるようになっていく。
仕事柄、ことばには敏感になる。新聞や本、
テレビにインターネットと、ことばに接する機
会は多種多様だ。そんななか、昨年の秋に始ま
った朝ドラにはまっている。私が朝ドラを録画
してまで見るのは初めてだ。まんまと番宣に引
っかかった形だが、主人公の女性陶芸家の生き
様には興味津々たるものがある。主人公は天真
爛漫、多少のことでは動じない。父は頑固一徹
で破天荒だが、子煩悩ぶりをちらつかせる。母
はとにかく温柔敦厚。性格の違う妹ふたりも存
在感を発揮。周りを彩る登場人物の人間模様も
見逃せない。回を重ねるごとに私自身が元気を
もらうが、元気をもらう要因がもうひとつあっ
た。主題歌「フレア」だ。いつしか毎回流れる
メロディを口ずさむ自分に気づく。歌詞も歌い
手もはじけるようにパワフルだ。
「フレア」は主
人公へのエールだが、私へのエールようにも聞
こえる。私を奮い立たせる何かがある。♪･･･
ほら 笑うのよ 赤い太陽のように いつの日も
雨に負けるもんか 今日の日も 涙に負けるも
んか♪ 思い入れもあり、紅白の「フレア」には
胸にじんときた。ボーカリストの歌声に参って
しまった。いつしか私の「希望のことば」にな
っていたことに気づく。女性陶芸家の前途を自
分自身に重ね合わせてみるのもおもしろい。
１月も半ばを過ぎる。いよいよ試練の時を迎
える３年生。毎朝の登校模様はこれまでと変わ
りなく見える。でも、心の内は推して知るべし。
３年生一人一人がたどってきた「今年の漢字」
(｢耳の痛い｣も)を心の支えに、この試練を乗り
越えてほしい。３年生は私の希望だ。一人一人
の「筆勝喜顔」を願う。そして、３年生の「新
望遠旅」の前途に思いをはせる。

１２月中旬から今日までの主な行事
土曜（ＩＣＴ）公開授業

１２月２１日（土）
・１月１１日（土）

今年度、２・３回目のＩＣＴ公開授業を１２月２１日（土）
および１月１１日（土）の土曜公開授業で実施しました。
各教室に設置されたプロジェクター（電子黒板）で各教科の
先生が準備した教材を使って授業を進めています。国語科で
は、書き初めの練習の授業で“ロイロノート”という集約ソ

３年理科「月の満ち欠け」
２年書写｢書き初めの練習｣

１年地理｢日本各地の降水量｣

フトを使って、各自がタブレットパソコンのカメラで作品を
先生のパソコンに送り、先生は前の黒板に投影して書き方を
指導しました。また、２年生の保健体育では、１２月に行っ
たダンス授業で指導して頂いた講師の YO-SIN さんに発表会

2 年保健体育

の映像を編集して頂き、振り返りを行いました。

｢ダンス授業の振り返り」

３年理科｢月の満ち欠け｣
理科「月の満ち欠け」

校内書き初め展
１年生：楷書「初春令月」
金賞

A 組 河野 茜咲香（紙上展）
、南雲 葉月（区展）、B 組 池本 鈴（区展）、水野 はるか（紙上展）
C 組 太田 遥香、安島 芽泉

銀賞

A 組 沼田 恵介、大坪 聖奈、B 組 小越 俊太郎、竹居 灯織、C 組 近藤 杏

銅賞

A 組 内田 莉月、立石 燎、B 組 恒藤 愛弦、増田 光、C 組 橋長 寿佳、宮地 美羽

２年生：楷書「平和の祭典」、行書「新しい時代」
金賞

A 組 樫野 馨乙（区展）
、堀井 里彩（区展）
、松井 晴希（都展）
、B 組 青沼 菜々美（区展）、
桑原 優奈（紙上展）
、 C 組 吉田 愛（紙上展）

銀賞

A 組 中山 奏咲、B 組 中村 湊斗、吉崎 理子、C 組 松下 海斗、細川 みお、安田 めい

銅賞

A 組 田中 大知、本田 一誠、加藤 那埜、B 組 池田 稟、C 組 蟹江 勇太、佐藤 香埜子

３年生：楷書「伝統の継承」、行書「令和の初夢」
金賞

A 組 堀川 茜（紙上展）
、橋口 七海、B 組 長谷川 悠香（紙上展）
、C 組 古澤 昊樹（区展）
、
鈴木 美唯（紙上展）

銀賞

A 組 齋藤 秀、八巻 萌音、B 組 矢崎 友陽、後藤 美喜、C 組 清水 早沙

銅賞

A 組 板倉 琉世、野村 陽介、久保 葵、B 組 栢沼 頼、長森 祐太郎、佐伯 優心、C 組 鵜野 彩英、
小貫 和

※都展：2／13～19（東京都美術館）
、区展：1／18～24（杉並区役所１階）、紙上展：3 月頃配布予定です。

〇１７日(金)

⑥カット（教員の研修会のため）
食育の日 避難訓練 漢字検定

〇２０日(月)
〇２１日(火)
○２２日(水)
〇２３日(木)
〇２４日(金)
〇２５日(土)
〇２７日(月)
○２９日(水)
〇３１日(金)

全校朝礼
ビブリオバトル、生徒会討論会
職員会議 昼清掃・ひまわり教室
一斉・中央委員会
英語検定
区ウｨンターコンサート
生徒会朝礼
職員会議 昼清掃・ひまわり教室
1 年校外学習（都内巡り）

○ ４日(火)～７日(金) ２年生 スキー教室（菅平）
○１２日(水) ⑤カット（教員の研修会のため）
○１３日(木) 一斉委員会・中央委員会
PTA 年度末総会
○１４日(金) ①⑥カット 小中合同研修
○１５日(土) 土曜公開授業 セーフティ教室（薬物乱
用防止） 第 2 回新入生保護者説明会
○１７日(月) 生徒会朝礼 １年生 理科出前授業
〇１９日(水) 食育の日 避難訓練（不審者対応）
〇２６日(水)～２８日(金) 学年末考査
〇２８日(金) 学校運営委員会

