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教養を身に付けるには黙って本をお読みなさい
表題の言葉は、企業コンサルティング社長である堀
書について次のように述べています。

校 長 石田 光男
紘一氏によるものです。堀さんは教養と読

○教養とは「知識」から絞り出される「知恵」のようなものだ。知恵とは物事の本質を見通して
分析する能力。教養とは幅広い知識を自分なりに知恵として昇華させたものである。
知識がないと知恵は出てこないが、知識があるからといって必ずしも知恵が出てくるわけで
はない。そこが教養の難しいところである。
○では「教養を身に付けるにはどうしたらいいですか？」と問われたら、私は迷いなく「黙っ
て本をお読みなさい」と答える。
○書物に真正面から向き合うと、本は１日に何冊も読めるものではない。斜め読みや速読では、
読書の価値は半減どころかゼロに等しい。それをもどかしく感じる人もいるだろうが、そこ
で焦ってはいけないのだ。読書を続けるうちに、いつの間にか教養は 涵養される。
○知識を教養へと昇華させるには、それなりの時間がいる。読書は、その機会を与えてくれる。
私たちは教養を身に付けようとする過程で、品性や品格といった言葉で表現される徳性も身に
付けていると考えられます。つまり、教養を身に付けることは教育の目標である「人格の完成」に
通じることです。そのために「黙って本をお読みなさい」と堀さんは言っていると思います。
検索エンジンにキーワードを打ち込めば、凄いスピードで検索結果が得られる時代。ネット時代
のスピード重視で得られた知識は、蓄積して教養へと深化するとは考えにくいです。やはり時間を
かけて、じっくりと読書することで得た知識が教養へと昇華するのでしょう。
３９日間の夏休みがスタートします。自分を知識人から「教養人」へと成長させるために、読書
に時間をさいて欲しいと思います。時間がたくさんある夏休みは絶好の機会です。
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大掃除
終業式
夏季休業日(始)
夏季パワーアップ教室（始）、三者面談(始)
夏季パワーアップ教室((終)
すぎなみ小中学生未来サミット
小学生部活動体験(14:00～15:30)(始)
杉教研（教科外）
小学生部活動体験(14:00～15:30)(終)
(金)
三者面談(終)
(日) 山の日
(月） 振替休日
(火) 学校閉庁日(始)
(金) 学校閉庁日(終)
(金) 杉教研(教科)
(土) 数学検定（8:50～)
(月) 職員会議、小中合同研修会
(水) 夏季休業日(終)
(木) 始業式
(月) 安全指導
(火) 専門委員会
(水) 避難訓練 職員会議
(木) 中央委員会

夏季休業期間中の学校図書館開館日時
開館 午前 10 時 閉館 午後 4 時
7 月 22 日（月）～26 日（金）
8 月 7 日（水）～ 9 日（金）、
8 月 19 日（月）、20 日（火）、28 日（水）
始業式
8 月 29 日（木）8：30～ 始業式、給食なし
（詳細は各学年便りを確認してください。）

第１回小中合同研修会
７月３日（水）の午後、杉並第三小学校、杉並第
十小学校の先生方と合同の研修会を開催しまし
た。中学校の各クラスの授業を公開し、
「学力向上」
「健全育成」「道徳教育」「 特別支援教育」「学校支
援本部」の５つの分科会に分かれて意見交換を行
いました。今年度は、各校の学校運営協議会委員
の方も参観しました。今年度も三校が協力して小
中一貫教育に取り組みます。

いのちの大切さを学ぶ教室
６月２１日（金）お子様を交通事故で亡くされた高田香さん を講師にお迎
えし、いのちの大切さを学ぶ教室を行いました。
～高田さんから、 高南中学校の皆さんへ～
・どんな困難があろうと乗り越えてください。
・最後まで（心臓が動いている限り） あきらめないでください。

小学生（6 年生）体験授業
６ 月２ ７ 日 （木 ） ６ 時間 目 に、 杉 三 小、 杉 十 小の ６ 年生 が、
数 学、 英 語 、理 科 、 音楽 、 体育 の 授 業を 体 験 しま し た。 どの
児童も、真剣にかつ楽しそうに受けていたのが印象的でした。

セーフティ教室（SNS）
７月１１日（木）６時間目に、セーフティ教室（ SNS につ
いて）を行いました。NTT ドコモの方を講師にお迎えし、
安全なスマフォ・ケータイの使い方についてお話をいただ
きました。SNS やコミュニケーションツールを使用すると
きに気を付けたいことや使用するに当たり、覚えておきた
高南中 SNS ルール

いことを学びました。

東京 SNS ルールの改訂
①スマホやゲームの一日の合計利 用時間、使わない時 間帯・場所を決 めよう。（ネットへの依存につながる長時間の利用を自分で防ぐようにしましょう。）
②必ずフィルタリングを付け、パスワードを設定しよう。（ネット利 用のための基本的なルールを徹 底しましょう。）
③送信前には、誰が見るのか、見た人がどのような気 持ちになるかを考 えて読み返そう。（ ネットを通して、他 の人をいじめたり傷つけたりしないようにしましょう。）
④個人情 報を教えたり、知 らない人 と会ったり、自 画撮 り画像を送ったりしない。（ネット犯 罪に巻き込まれないよう、安 易な発 信をしないようにしましょう。）
⑤写真・動 画 を許 可なく撮影・掲 載 したり、拡 散させたりしない。（ネットに公開した情 報は削 除できないという危険 性を理解 しましょう。）

● 家庭におけるスマホの使い方 を、親 子で話 し合 って決めましょう。● 定 期 的にルールを見 直すなど、年 齢に応 じた使い方を考えましょう。
作成に当たってのポイント
・使いすぎを考える。⇒利 用時 間の限度、利 用しない部 屋、料 金（課 金 ）の限度、利用 しない日など。
・知らない人とのやりとりを考える。⇒メールの相手を決める。個 人情 報を公開しない。有 害サイトを利用しない。（フィルタリングをかける）など。
・ルールが守れなかったときにどうするかを決める。

杉並区中学生レスキュー隊発足式・訓練
杉並区中学生レスキュー隊は、地域で生活する中学生が自らリー
ダーシップを発揮して一般生徒の先頭に立ち、災害時に役立つ知
識・技能を身に付ける活動などを通じて、 防災意識と地域や社会等
への貢献意識を高めることを目的として発足しました。
７月７日（日）、阿佐ヶ谷中にて中学生レスキュー隊発足式及び第
１回合同訓練が 開催されました。 高南中からは ２年生が３名、３年
生から３名の計６名が 参加し、ＡＥＤの操作訓練、車いすの操作訓
練、ガス機器の復旧訓練などの実技訓練を行いました。

部活動
●ソフトテニス部
杉並区夏季選手権大会（団体）
男子：優勝
女子：３位（３位まで都大会出場）
杉並区夏季選手権大会（個人）
男子： 優勝 平野・杉山
準優勝 新井・山谷
３位 村山・松浦
４位 橋本・久保田
（３位まで都大会出場）
女子： 準優勝 千葉・北川
●バスケットボール部
杉並区中学校夏季選手権大会 女子の部 第三位

