
 

 

 

 

 

 

部活動再考 
校長 渋谷 正宏  

 

 令和 4年 12月に、部活動に関するアンケートを 1・2年生の生徒・保護者のそれぞれに対して実

施しました。 

 本校の部活動加入率は 86.7%、うち運動系が 68.9%、文科系が 17.8%です。部活動の満足度は、生

徒 82.9%、保護者 82.2%が肯定的に評価しています。 

 学校外の活動については、運動系（クラブチーム、スイミング等）の活動をしているのが 35.6%、

文化系（ピアノ等）が 29.6%でした。男女別にみると、男子の 47.3%が学外で運動系の活動に参加

し、女子の 41.0%が学外の文科系の活動に参加しています。学外の活動への参加者の割合は、同様

のアンケートを実施した他校でも同じ傾向であり、杉並区の地域性が反映されているものと思いま

す。 

 部活動に加入していない生徒の理由としては、入りたい部活がないと回答した人が 44.4%、学校

外で活動するとの理由が 33.3%でした。 
                                       （%） 

部活動の優先度＜表 1＞ 生徒 保護者 

通常の塾に行くことを優先する 47.4 53.8 

塾のテストに行くことを優先する 60.0 66.5 

家族と出かけることを優先する 51.9 35.3 

友達との遊びの約束を優先する 22.2 12.2 

学校外の習い事を優先する 55.6 36.4 

英検や漢検などを優先する 71.9 82.7 

 

 ＜表 1＞は、部活動の優先度を聞いたものです。大会やコンクール前なのに、なかなか部員がそろわ

ないという話をよく耳にしますが、そんな状況を裏付ける数字になっています。 

 ＜表２＞は、どのような部活動の方針が良いかという質問に対する肯定率です。大会等に出たいけれ

ども、厳しくハードな練習は望まず、ほどほどの練習を楽しくやりたいと考えている生徒・保護者の姿

が浮かび上がってきます。 

 いわゆるスポ根ドラマで育った世代（50~70 代）の中高生時代は、部活動が生活の第一優先という人

が大多数でした。平成 3 年度に杉並区立中学校の全教員に実施したアンケートから、中学校の先生の

84.4%は、中・高校生時代に部活に熱心に取り組み、83.9%は部活動に取り組んだことで成長したと回答

しています。今回のアンケート結果をみると、全体的な傾向として、部活動に熱心に取り組んできた教

員と生徒・保護者の求める部活動像というものがやや異なってきていることが明らかになりました。 

 部活動は教育課程外の活動です。言い換えると全員を対象に、意図的な目標をもった活動ではありま

せん。中学生にとっての部活動の意義は、自主的主体的に参加し、楽しく活動することを通して、中学

校生活を充実させることだと思います。少子化で学校規模が縮小し、チームスポーツの部活動が成立し

にくくなり、学校外での活動を選択する生徒が多くなっていること、あまりハードな活動は望まず、楽

しく活動したいと考える生徒が増えてきていることなど、杉並区ならではの生徒の状況を踏まえた部活

動改革の検討が必要ではないでしょうか。その答えの一つが「ゆる部活」（トレーニングスポーツクラ

ブ、ダーツボランティアクラブ、マルチ・スポーツクラブ）だと考えます。 

 

部活動の方針＜表 2＞ 生徒 保護樹 

大会等で良い成績を目指したい 70.3 66.4 

活動自体を楽しむことを目的としたい 87.4 94.2 

大会やコンクールに参加したい 66.6 80.3 

厳しくハードな活動がしたい 33.4 32.9 

ほどほどの活動がしたい 60.7 52.0 

 貢献する学校 
 令和５年１月 30 日（月） 

杉並区立富士見丘中学校 

http://www.suginami-school.ed.jp/fujimigaokachu/ 

学校だより  



 

 

 

 

生徒の学習の振り返りから… 

○なぎなたなど扱いにくい道具を使うのは初めてだっ

たけど、1つ 1つのポイントをしっかり行うことや、

鏡で客観的に見るようにして自分の全体像を確認す

るなど、全体をイメージすることを中心に反復練習

した。ほかの競技でも生かしていこうとおもう。 

○扱う道具や使う体の動きなどを考慮して、練習内容

を考える力が付いたし、その方が全体的な精度の上

達に早くたどり着けることが分かった。なぎなたで

培った練習の工夫や方法を他の運動に生かしていき

たい。 

○なぎなたのような大きな道具を使った競技は初めて 

だったのでとても楽しかった。 

○なぎなたは本来相手と戦うものだから慎重なだけで 

はできない。区切りを付けながら素早く動くことが 

大切だと思った。 

○なぎなたを通して礼を学び、武術の美しさを学んだ。 

○なぎなたの授業の後、普段の生活でも姿勢を正した 

り、声を出して挨拶したりできるようになった。 

 

本校では例年、保健体育の授業で武道の単元では柔道を実施していました。しかし、コロナ禍

での柔道の学習では、貸し出し用の道着を着まわすことや身体接触を伴うことなど、感染症予防

をしながら内容を深めていくことに難しさを感じていました。そこで、柔道以外で感染症予防を 

 行いながら学習できる種目を模索していたところ、な

ぎなたに出会いました。 

 なぎなたは、長さが 2ｍ10ｃｍ以上あり相手との間

合いがとれること、防具がなくても行える演技競技が

あること、私自身がなぎなたの指導をしていただいた

先生が学区内にお住まいだったこと、なぎなたを生徒

分借りることができたことなど、授業を行える条件が

そろっていたため今年度初めて授業に取り入れまし

た。 

 授業では、礼法・礼儀を重んじ、他を思いやりなが

ら学習を進めました。初めのころは長いなぎなたを操

作する難しさや体を横に向ける（半身）ことが難しか

ったのですが、後半には多くの生徒が技能のポイント

を自分なりに考え、ペアやグループで教え合いをしな

がら学習し、中段の構えや面打ちなどの基本事項を身

に付けることができました。また、東京都なぎなた連

盟から講師をお招きして専門的な御指導も受けること

ができ、充実した武道の学習となりました。 

『コロナ禍での武道 ～なぎなた～』 保健体育科 大木まゆみ 



 

 
 

 １月１４日（土）の公開授業で席書会を行いました。体

育館で各学年が一同に集まり書き初めをする機会というの

は貴重な機会だと思います。多くの保護者の方にもご参観

いただき、賞賛の言葉をかけていただいた生徒たちが嬉し

そうな表情をしていたことが印象に残っています。実施す

るにあたりご協力いただきました講師の三上先生、学校支

援本部ＪＯＩＮＴの皆様に感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（写真上：硬式テニス部 下：マルチスポーツクラブ） 

 

 お雑煮もお味噌汁も、その土地によって具材も異 

なりますね。「あなたのお家のお雑煮、どーれ？」 
 

宮城 

仙台ハゼ 

雑煮 

５票 

新潟 

新発田の 

鮭親子雑煮 

３票 

 

東京 

東京江戸 

雑煮 

１３票 

京都 

白味噌雑煮 

３票 

鳥取 

小豆雑煮 

７票 

香川 

白味噌 

あん餅雑煮 

５票 

広島 

牡蠣雑煮 

１票 

福岡 

博多のブリ

雑煮 

３票 

 
席書会  令和５年 1 月１４日 

小学生部活動体験  令和５年１月 1９日・２０日・２１日 

富士見丘小学校・高井戸小学校・高井戸第二小学校・

久我山小学校の５・６年生を対象に、小学生部活動体験

を実施しました。「１日１部活動・１部活動１回のみの

参加が可能」と限定し、１１部活動を３日間で展開して

希望を募ったところ、５４名の児童の参加がありまし

た。  

中学生と一緒に体験するスポーツは、普段とはちょっ

と違う緊張感もあったことと思いますが、楽しそうに取

り組む様子がありました。 

ご協力くださった、小学校の副校長先生と担任の先生

方、また児童の帰宅の引率をお手伝いくださった小学校

の学校支援本部の皆さま、ありがとうございました。 

各学年フロアで書初め展 

図書室の掲示板より 
 

８票 



 

 

 

 

 １月は、日本の文化に接する機会が多い 

月です。図書室では、「和」に触れられる 

本を多数紹介しています。「和のある暮 

らし」「和を学ぶ」「和風ファンタジー小 

説」「和を味わう」「和をまとう」。あなた 

は、どのジャンルに興味がありますか？ 

月 日 曜日 行           事 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 

1 水 スキー移動教室（２年） ※【 】は学校支援本部 JOINT の関連事業です。 

2 木 スキー移動教室（２年） 

3 金 スキー移動教室（２年） 

４ 土  

5 日  

6 月 全校朝礼  避難訓練 

7 火  

8 水 B時程  午前授業 

9 木 常任委員会 ５カット 

10 金 私立入試（３年） 

11 土 建国記念の日 

12 日  

13 月 学年朝礼（１年） 

14 火 B時程  評議会  昼学活・昼清掃 

15 水 理科教室（１年）  安全指導 

16 木 
B時程  理科教室（１年） 昼学活・昼清清 

展示準備 15：15～15：45 

17 金 総合：作品展示見学   【定期考査前自習室】 

18 土 
土曜授業  B時程 

新入生保護者会 10：00～ 

19 日  

20 月 生徒朝礼        【定期考査前自習室】 

21 火 B時程  都立入試（３年）【定期考査前自習室】 

22 水 【定期考査前自習室】 

23 木 天皇誕生日 

24 金 第４回定期考査（国・社・美） 

25 土  

26 日   

27 月 第４回定期考査（数・理・技家） 

28 火 第４回定期考査（英・音・保体）  合唱放課後練習始 

２月の行事予定 

 

『あさひなぐ』は、

こざき亜衣による

日本の漫画です。

『ビッグコミック

スピリッツ』（小学

館）において 2011

年 8 号 2020 年

41号まで連載され

乃木坂 46 主演で

映画化されました。 

運動音痴な冴え

ないメガネ女子が

薙刀（なぎなた）と

出会い、ライバルと

の争いなどを経て

成長していく姿を

描いています。 

図書室の掲示板より ～日本の伝統・文化を楽しもう～ 
 


