
敬愛 
 

「柔よく剛を制す」 

 校長 高岡 麻美   

2 年生の国語の授業で「夏の思い出」についてスピーチをしていました。

「映画を 3 本見ました」「久しぶりに祖母に会いました」等々普段の学校生

活ではできない経験をたくさんしたようです。始業式を大きな事故なく迎え

ることができましたのも、保護者・地域の皆様のおかげと深く感謝申し上げ

ます。 

さて、2学期始まってすぐの時期に世界柔道選手権東京大会が行われました。金メダル 4つという成

績に、来年の東京オリンピックに向けて課題と可能性をうかがわせる大会だったようです。今月 20日

（土）からは、ラグビーワールドカップも開幕し、様々なスポーツ大会がこの 1年間行われることでし

ょう。一生に一度しかないかもしれない感動をぜひ味わってほしいと思います。 

 ところで、柔道では「柔よく剛を制す」という言葉があります。「しなやかなものが固いものの矛先を

そらし、結局は勝つことになる」という意味です。体格には劣る日本選手が技を磨き外国人選手に勝つ

場合などに使われます。この「しなやなさ」を日常の生活に活かすとしたら、どんな場合があるでしょ

うか。 

私は２つあると考えます。1つめは「自分へのしなやかさ」です。目標を定め、やり抜く粘り強さは

何より必要です。その時に大切なのは、「自己を調整する力」なのではないでしょうか。うまくいかなか

ったときに修正したり、人に相談することができて初めて最後までやり抜くことができます。しっかり

とした基礎をもった上で、「自分へのしなやかさ」ももち合わせていくと、困難を乗り越えることができ

ると思います。 

2つめは、「他人へのしなやかさ」です。「他人へのしなやかさ」をもっていると、相手への気持ちを

素直に感謝して受け止める心の余裕が生まれます。また時には嫌な言動にはしなやかに受け流すことも

できるかもしれません。人は支え、支えられて存在します。周りの環境に対して

「知らない」「関係ない」と逃げるのではなく、自分を成長させる場として、しな

やかに感謝してとらえることも必要だと考えます。 

「自分へのしなやかさ」「他人へのしなやかさ」。２つの「しなやかさ」を身に

付ければ、きっと困難に負けずに「柔よく剛を制す」ことができるのではないで

しょうか。2学期もどうぞよろしくお願いいたします。 
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夏休みがんばりました 

 
「教えるって、難しい！」  
7月下旬の 6日間、ボランティア活動とし

て、南町小の学習教室に「先生」という立場

で参加しました。延べ 77名の生徒が、4年

生から 6年生の教室に分かれ、夏休みの課題

などに一緒に取り組みました。「自分ではわか

っているんだけど、小学生の質問に上手に答

えられない。教えるって難しい」と感想を漏

らしながら、小学生と顔を突き合わせ一生懸

命に教えようとする姿が印象的でした。貴重

な経験をさせていただいた南町小のお心遣い

に感謝申し上げます。 

 

南町小ボランティア 

 
8月 3日（土）、第 2回矢崎小放課後子ども

教室のボランティア活動に参加しました。予定

では「ザリガニ釣り」のイベントもありました

が、猛暑のための熱中症対策で中止になり、草

むしりだけで終わりました。参加者は女子のみ

でしたが、腰丈まである雑草が、すっかりきれ

いになり、地域の方にも大変喜んでいただけま

した。 

矢崎小放課後子ども教室 

 

 

夏休みの３日間で実施しました。延べ 87

名の生徒の参加で、少しでも苦手を克服した

い、新しい泳法に挑戦したい、上手になりた

いという気持ちで、皆一生懸命に取り組んで

いました。短い時間の中でも泳ぎ方に変化が

見え、自分から積極的に挑戦しようと自信と

なって表れていました。 

水泳教室 

 

  

  夏休み 

  夏休み 

  夏休みの  

   

夏休み前半と後半の 5日間で学習教室を実

施しました。講師は NPO法人「教育ネット理

事」の辻先生をはじめ、外語大の先生や学生さ

ん、地域の方々です。1年生から 3年生まで

毎回多くの生徒が、夏休みの課題や苦手な教科

の復習などに励んでいました。上級生が 1年

生に教えている微笑ましい場面もありました。 

★夏季学習教室は盛況だったため、2 学期か

らも毎週水曜日の 15 時から定期的に実施する

こととなりました。参加希望者は、担任の先生

まで申し込みください。 

学習教室 

 

 
本校美術科、奥田りいな教諭指導によ

る、南町小学校と矢崎小学校の５・６年生

を対象とした、親子陶芸教室を実施しまし

た。今年は親子合わせて１８名の参加でし

た。小学生の皆さんは粘土の扱いに最初は

苦戦していたものの、すぐにコツをつか

み、個性の光る作品を作り上げ、立派でし

た。 

親子陶芸教室 
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地域清掃 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         「腹八分目」 
                     教諭 伊藤 康夫 

大学生の時の先生の話です。 

まず、一人め。入学式直後の教室での話です。担任のＭ先生が最初にしてくださったのが、第一学生食

堂（学食）の入り口の上に書かれたラテン語の文章についてでした。ペラペラとラテン語を流暢に発音さ

れた後、「簡単に言うと、腹八分目ということですね。」とおっしゃいました。緊張していた私たちはどっ

と笑って、一気に雰囲気が柔らかくなりました。私はというと、日曜日の朝、ＮＨＫのラジオ放送から流

れてくるのとまったく同じ声で「腹八分目」などと言われたことに驚いたのを覚えています。 

大学のホームページをみると、この学食のラテン語について次のような記述があります。 

1919年（大正 8年）完成の第一食堂は東京都選定歴史的建造物に指定された美しい建物で一般の方も

利用できます。入口の扉の上には、ラテン語で「食欲は理性に従うべし」と書かれています。これは、哲

学者のキケロの「欲望は理性に従うべし」という言葉をもじったものです。 

日本の長きにわたる伝統の中には、外国語を出典とした名言や金言があります。「少年よ大志を抱け」や

「時は金なり」などはひと昔前の人にはなじみの言葉でした。しかし、現代の我々はこれらが誤訳である

ことを知っています。たぶん、方便として誤訳なのだろうと思います。 

次に、二人め。専門教養で授業を受けたＹ先生。実は二年前の正月に先生の訃報に接してから改めて自

分の原点が先生の授業だったことを思い出しました。大学受験で苦手だった長文読解や古文。なぜ、皆「分

かる」のかが不思議だった私に考えるヒントをくださったのが Y先生です。先生の著書の中では「翻訳語

成立事情」（岩波新書）が今も私の授業ネタにもなっています。それによると、「現代日本語の書き方」の

歴史は案外浅く、明治以降、日本の近代化とともに成長してきたものだということです。それは、日本語

文化の激闘の歴史であり、それは、今も続いているということです。学校という狭い世界にいると、つい

つい、一つの正解（ゴール）を求めがちですが、「生涯学習」という現代のキーワードのとおり、日本語自

体も成長過程の仮の姿ということです。 

中世・ルネサンス音楽の権威であったＭ先生が、「食欲は理性に従うべし」という「もじり」をさらにも

じって「腹八分目」と言い放ったように、われわれの先人は困難に直面した時に笑いをもって乗り越える

という素晴らしい英知があったと思います。ハリー・ポッターのせりふの中に「僕、少し笑わせてほしい。

僕たち全員、笑いが必要なんだ。僕の感じでは、間もなく、僕たち、これまでよりももっと笑いが必要に

なる」というのがありました。最近はテレビをつけると、お笑い関係の人たちがＭＣとして頑張っていま

す。それをみると日本の未来は大丈夫だという気持ちになります。 

 

 
今年度初の取り組みとして、「２学期を皆の手できれいにして迎えよう」をコンセプトに、生徒

と保護者、地域の方、教職員とともに、校庭周辺の草刈りを行う、地域ボランティア活動を行いま

した。総勢 110名の生徒や保護者・地域の方々の参加もあり、短時間にあっという間にスッキ

リ。生徒たちも、意欲的で自ら進んで動き、気配り心配りのボランティア精神で取り組みました。

また、同窓会様よりアイスクリームの差し入れもあり、終わったあと皆で舌鼓を打ちました。朝早

くから、暑い中での活動・協力、本当にありがとうございました。 

地域清掃ボランティア活動 

 
夏季休業中に、先生たちも生徒に負けないように研究・研修に励みまし

た。本校の研究テーマである「主体的に学び自分の考えを持ち個の確立を

目指す指導の工夫～法教育・消費者教育を通して～」をもとに研修を行っ

たり、特別支援教育についてケース会を行ったりしました。 

校内研修会 

 

道 徳 の 窓
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部活動表彰 おめでとうございます！ 
 

陸上競技部   

第 65回全日本中学校通信陸上競技東京都大会 
 女子１年 走幅跳  4ｍ48 
「第 8位」 1年 黒坂 彩葉 さん 

 
第 54回野口栄治杯争奪市内中学校対抗陸上競技大会 
「第 4位」 男女総合       得点 ６２点 
「第 2位」 １年男子 100ｍ    １２秒 9  片岡 勇人 くん   
「第 2位」 １年男子 4×100ｍＲ  51秒 2  
 渡邉 大真 くん・浅見 颯 くん・髙橋 伶央 くん・片岡 勇人 くん 

       「第 3位」 １年女子 100ｍ    １４秒４  長内 花歩 さん 

「第 3位」 １年女子 4×100ｍＲ ５６秒 4   
     小路 愛莉 さん・玉城 里乃佳 さん・黒坂 彩葉 さん・長内 花歩 さん 

   「第 2位」 2年男子 100ｍ    １２秒 2  鎌田 操 くん 
   「第 2 位」 １・2 年男子 1500ｍ  ４分３７秒４ 野口 幸聖 くん（２年） 

         「第 3位」 ３年男子 100ｍ    １２秒１  城条 涼介 くん 
 

ハンドボール部   
   「第 3位」 東京都中学校ハンドボール選手権大会 男子の部 

 

剣道部    第 40回東京都中学校第九ブロック夏季剣道研修大会 

女子初心者の部 
    「第 1位」 １年 小林 美葵 さん 

    「第 2位」 １年 阿部 未悠 さん 

 

女子テニス部   
    「第 3位」 第 36回東京都ジュニアティームテニスチャンピオンシップ小・ 
                中学校の部 女子（Aブロック「優勝」） 

 

水泳部 

  第 62回府中市民体育大会 夏季大会 水泳競技 中学の部 

         「第 1位」 2年 小澤 結羽 さん 

             女子 50ｍ平泳ぎ      37秒 19 

             女子 50ｍ自由形      30秒 11 

             女子 100ｍ平泳ぎ   1分 22秒 49 

         「第 2位」 2年 小澤 結羽 さん 

            女子 100ｍ自由形   1分 05秒 33 
     「第 1位」  １年 伊藤 柊羽 くん 
            男子 100ｍバタフライ 1分 11秒 72 
     「第 2位」 １年 伊藤 柊羽 くん 
            男子 100ｍ背泳ぎ   1分 20秒 60 
     「第 3位」 １年 伊藤 柊羽 くん 
            男子 100ｍ平泳ぎ   1分 31秒 28 
            男子 100ｍ自由形   1分 05秒 91  

 

 


