
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.suginami-

school.ed.jp/shoukeichu/ 

 

１０月号 

○自 学 ・自 立 

○思いやり・感謝 

○鍛 錬 

S H O 

K E I 

U 

サッカー部の試合から～凡事を徹底すること～ 
校長 辻 成一郎 

 

               
                

先日、サッカー部の秋季新人大会で特別にベ

ンチに入り、学校の皆さんや保護者の代表とし

て応援させてもらいました。 

試合前、「格上で、今まで勝ったことがない」

という飯田先生の正直すぎるコメントが出る

相手でしたが、試合の結果は、すばらしいもの

でした。前後半それぞれ、早いうちに得点を挙

げ、堅い守りを貫き、２対０での快勝でした。

予選から 3 試合で得点９失点 0 の松渓中チー

ムは、有望選手を集めたり、特別に多くの時間

をかけて練習したりしているわけではありま

せん。しかし、決められたこと、練習してきた

ことを、全員で誠実にやろうとする姿が試合の

中にありました。 

サイドの選手は、守りでは、相手チームのサ

イドの選手がパスを縦に出せないようプレッ

シャーをかけて中に追い込み、攻撃では、縦に

出されたボールを全力で追って起点を作り、上

がり下がりを繰り返し、常に走り続けます。 

センターの選手は、追い込まれて真ん中に入

ってきた相手がシュートできないようにプレ

ッシャーをかけ、苦し紛れに出したパスをカッ

トし、時に縦にパスを出して攻撃につなげ、相

手が寄ってこなければシュートします。 

バックの選手は、相手チームが裏に出した

り、間を抜いてくるボールに素早く対処し、ゴ

ール前に上げたりシュートできないように、体

を寄せてプレッシャーをかけ、難しいボールは

外に蹴り出します。 

前線に残ったフォワードは、ゴール前に出さ

れてくるボールに必ず突っ込み、先にボールに

絡み、出てくる相手のゴールキーパーやディフ

ェンダーにプレッシャーをかけ、ボールを奪い

シュートします。 

サッカーを知っている人なら当たり前のこ

とかもしれませんが、チーム全員が、前後半

30分ずつ、これをやり続けるには、気力と体 

力が要ります。練習でやっているからこそでき

るのです。 

『誰にでもできることを、誰にもできないくら

い徹底してやり続ける』ことを、『凡事徹底』と

いいます。彼らのプレーにそれを感じました。 

実は、サッカー部だけでなく、私が来てから、

この 1か月半の間に、松溪中学校の随所で、い

ろいろな姿を見て、同じことを感じています。 

「本当に授業がやりやすいです｡」と校長面談

で口をそろえて時間講師の先生方が言ってく

ださる真剣な授業態度や「こんにちは」と元気

な声でしてくれる挨拶は言うまでもなく、試合

に向けて、または、コロナで試合やコンクール

がなくても、黙々と部活の準備や片づけをして

練習に励む者、玄関に飾られた花がしおれると

静かに片づけている者、校長室にお茶を運んで

癒してくれる者、学校のために「喫煙禁止」の

掲示物を作ってくれる者、給食・図書・放送な

ど各所で当番にしっかり取り組む者、みんなで

ボッチャをして楽しもうと企画し準備と実施

に走り回る者、行事の実行委員となり、皆の先

頭に立って声を出して皆をまとめていこうと

する者…などなど、挙げればきりはありませ

ん。 

日常の小さな一つ一つを疎かにせず、『誰に

もできないくらい徹底してやり続ける＝凡事

徹底』が、この松溪中学校をさらに素晴らしい

学校に変えてくれるかと思うとワクワクして

きます。やろうと思えばだれにもできること

を、一つ一つ全力でやり抜くことから、素晴ら

しい集団の力が生まれ、この学校のさらなる良

さが生まれていきます。 

これを書いている最中も、リレーを応援する

華やかな声が聞こえています。 

次に、この力を見せるのは、学年別競技会で

す。皆さんに期待しています。 
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 9 月 16日（水）から 3 日間にわたり、ボチャリンピック（ボッチャ大会）が昼休みに実施されまし

た。今大会は 12 組の精鋭たちがそろい、連日、白熱した戦いがアリーナで行われました。優勝チーム

は前回大会準優勝の「追撃のテラピー」が安定した戦いで、栄冠を手にしました。主催した生徒会役員、 

参加したチームのみなさん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 10 月 17 日（土）に学年別競技会（運動会）を実施いたします。コロナ禍の中で、どのような形で

運動会を実施できるのかを職員一同、検討して参りました。今年度は、全体で行う運動会ではなく、学

年ごとの競技会を実施いたします。密を避けるために、保護者や来賓の皆様方の観戦は控えていただく

形になりますが、後日、当日の写真及び動画を限定公開いたします。詳細は別途、お知らせいたします。 

日時 令和 2 年 10 月 17 日（土） 雨天延期（10 月 20日） 

     8 時３０分～１０時３０分 1 年生競技大会（  ８時１５分 教室に集合） 

     １０時３０分～１２時３０分 3 年生競技大会（１０時１５分 教室に集合） 

    １３時３０分～１５時３０分 ２年生競技大会（１３時１５分 教室に集合） 

場所 松溪中学校 校庭 

種目 ■個人種目（全員が一種目に出場） 

・男子：100 ㍍走、200 ㍍走、長距離走（3 年 1500 ㍍、1・2 年 1000 ㍍）、50 ㍍ﾊｰﾄﾞﾙ走 

・女子：100 ㍍走、200 ㍍走、長距離走（3 年 1000 ㍍、1・2 年 800 ㍍）、50 ㍍ﾊｰﾄﾞﾙ走 

   ■団体種目 

 ・全員リレー  ・学年種目（大縄跳び：各クラス 2グループ出場） 

服装 半袖、短パン、はちまき（クラスカラー）※Ａ組：赤、Ｂ組：青、Ｃ組：黄、Ｄ組：緑 

 

なお、10 月 17 日（土）に実施された場合は、予備日である 10 月 20 日（火）の給食はありません

ので、各家庭でお弁当を準備してください。10 月 20 日（火）は 6時間授業です。 

また、10 月 17 日（土）が雨天延期になった場合は、各学年の登校時間に登校し、授業を 2 時間、実

施いたします（弁当不要）。 

さらに 10月 17 日、20 日の両日ともに雨天の場合、学年別競技会は中止とします。20 日（火）が中

止の場合、各学年の登校時間に登校し、授業を 2 時間、実施いたします（弁当不要）。 

※開会式は 10 月 16 日（金）の 6校時に全体で行います。結果発表・表彰式は 10 月 19 日（月）の

朝礼にて実施いたします。 
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10 月 1 日（木）から運動会（学年別競技会）

の学年練習が始まりました。密を避けての練習に

なります。学年種目を中心に元気に、練習に励ん

でいます。本番（10月 17 日）が楽しみです。 

 
■大縄跳びは、同じ方向を向き、飛沫を防ぎます。 

 

 

 

 9 月 30 日（水）快晴の下、本校校庭において、「自転車安全利用講習会」を実施いたしました。 

杉並警察署、区役所、スタント会社のご

協力で、交通事故の疑似体験をし、適切な

自転車利用を学びました。交通安全を守

り、正しく自転車に乗りましょう。 

 
 

 

 

１０月２日（金）に３年生は５教科の「復習

確認テスト」を実施しました。 

 定期試験とはまた違った緊張感で３年生

たちは受験していました。 

一日で５教科受験は、集中力を持続させ

ることが重要です。都立入試も同じ時程で

行われます。今後、３年生にとっては、中

学校生活最後の行事を成功させながら、受

験も考えていかなければなりません。がん

ばれ、３年生！ 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 2 日（金）に本校アリーナにおい

て、保護者対象の進路説明会を実施いたしま

した。 

3 年生の保護者の方々のみならず、１・2

年生の保護者の方々も大勢、ご出席いただき

ました。ありがとうございました。 

 辻校長からは、進路決定に向けて「家庭で

心がけること」や「学校からのお願い」を話

しました。 

 高校受験は「団体戦」と言われます。入試は

一人一人が立ち向かうものですが、孤独で頑

張ることと、みんなで力を出そうと頑張る 

のでは、受験という壁を乗り越えるつらさは大きく変わります。早く進路確定した仲間の喜びをエネ

ルギーに変え、また悩み苦しんでいる仲間には、励ますことが、団体戦と呼ばれる所以です。 

一番大切なことは、試験の結果はどうであれ、自分で決め、自分で納得して進路に進むことです。

そのためにご家庭と学校で力を合わせていきたいと思います。 

 

  

 
 

１０月５日（月）から生徒会役員選挙活動が始まりました。 

立候補者は登校時間に合わせて、昇降口で選挙運動を行って 

います。 

 「挨拶運動」も同時開催されており、松溪中の登校時間帯 

は、活気づいています。 

 投票は１０月９日（金）。新生徒会がスタートを切ります。 

 

１０月・１１月の予定 

 

  

 

 

 

 

 

 
【教育実習生が来ました！】 
１０月５日（月）から３週間にわたり、

松溪中学校に二人の教育実習生が来て

います。         

 

 

町田  駿先生の

教科は社会科です。

１年生の授業と１

年Ｄ組の学級活動

に入ります。 

 

佐田千紗先生の

教科は英語です。２

年生の授業と２年

Ａ組の学級活動に

入ります。よろしく

お願いします。 

 

【10 月】                       

 5 日（月）生徒会役員選挙活動開始、教育実習（始）     

 7 日（水）身体計測（全学年） 

 8 日（木）歯科検診（3 年） 

 9 日（金）生徒会役員選挙、眼科検診（全学年） 

１６日（金）学年別競技会準備、開会式（6 校時） 

１７日（土）学年別競技会 

１９日（月）朝礼、心臓検診 

２０日（火）学年別競技会（予備日）、学校公開（始） 

２１日（水）後期委員会 

２２日（木）中央委員会、内科検診（3 年） 

２３日（金）学校公開（終）、教育実習（終） 

２６日（月）3 年生三者面談（30日まで） 

３１日（土）数学検定 

【11 月】 

 1 日（日）3 年生修学旅行（3 日まで） 

 ３日（火）文化の日 

 ４日（水）３年生振替休業日 

 ５日（木）安全指導 

 ６日（金）１年生校外学習 

 ９日（月）生徒集会 

１２日（木）避難訓練 

１６日（月）朝礼 

１７日（火）定期考査（１９日まで） 

２３日（月）勤労感謝の日 

２６日（木）理科出前授業（３年生） 

３０日（月）専門委員会 


