
敬愛 

「府中三中 ONE TEAM」 
校長 高岡 麻美 

 今年の流行語大賞には「ONE TEAM」という言葉が選ばれました。今秋、

日本列島を、そして「ラグビーの町府中」も熱狂させたラグビーワールドカッ

プ日本大会の日本チームのスローガンです。７か国１５人の海外選手を含む桜

の戦士３１人は、府中在住のリーチ・マイケル主将を中心に、ONE TEAM と

して結束し、快進撃を続けたことは、世界のすべての人々を勇気付けました。 

 改めて、本校の２学期を振り返ってみると、まさに保護者・地域の皆様方とともに「府中三中 ONE 

TEAM」の日々であったと思います。夏休み最後の土曜日に、生徒や保護者の方々、教員、１２０名を

越す人たちで行った「草むしりボランティア」。おかげさまで気持ちよく２学期を迎えることができま

した。そして、「矢崎小放課後子ども教室」をはじめ、２学期から始まった「三小放課後子ども教室」の

地域ボランティア制度も、地域の方々のご協力で、ずいぶんと根付きました。また、南町小とは「サマ

ースクールボランティア」に続き、３学期には「防災訓練ボランティア」のお声もかけていただいてい

ます。青少対の行事としても、残念ながら中止にはなりましたが「早朝ウォークラリー」や、１２月に

は「バドミントン大会」にも多くの生徒が参加します。 

 桜ジャパンの多様性は、選手の心が一つになることで、チームとしての特色となりました。本校も、

地域の学校として、子どもたちを真ん中にして、保護者や地域の皆様方とともに、教職員一同心を一つ

にして、これからも府中三中の魅力を磨いてまいりたいと存じます。来年もどうぞよろしくお願い致し

ます。 
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「地域の人のお話を聞く」 ～火災予防と防災～ 

１１月２５日（月）に第２回地域朝礼が行われました。今回は府中消防署地域防災担当係長の 

芝山忠司さんから冬季の火災予防と防災について、次のようなお話がありました。 

・火災予防では、冬季には暖房を使う機会が多くなり、住宅火災の件数も多くなります。火災は全て 

の財産や多くの人命が奪われてしまうことがあり、つねに火の用心を心がけることが大切です。 

・防災では、中学生は毎月の避難訓練や防災訓練などで防災について学ぶ機会が多くあり、保護 

者の方が知らないことも学んでいます。ぜひ、学んだことを家の人にも話して、防災について 

の意識を高めてほしいです。 

・今後３０年間で地震災害が起こる可能性も非常に高くなっています。ときには中学生も地域の 

防災のリーダーとしての役割を求められることもあります。まずは、自分自身の身の安全を図 

ることを考え、できれば周りの高齢者や困っている人にも目を向け、援助して 

ください。皆さんの力が必要な機会も多くなってきています。 

最後に、やがて来る災害時に備え、思いやりの気持ちを             

もち、助けを求めている人がいれば、みんなで力を合わせ、 

誰に言われることなく行動ができるように経験を積み、成             

長していってほしいとのお話がありました。 

 この朝礼を機会に、地域の一員としての自覚を高め、地 

域の力となる府中三中生としての意識も高めていきましょう。  



“自らを見つめ、希望と責任をもって進路を選ぶ力”を育む  ～三中の進路指導～ 
 

進路指導 主幹教諭  津田 淳 
 

 １２月となり、３年生は卒業後の進路希望先について、最終確認を行う三者面談が終わりました。 

この後は、それぞれが定めた志望校の合格に向かって、ラストスパートをかけていくこととなります。 

 さて、「進路指導」というと、「受験のアドバイス」といったことを連想する人も多いかもしれません。

ですが、中学校では、もう少し広い意味で「進路指導」という言葉で捉えています。 

 「進路」という言葉を辞書で引くと、「進んで行く道」という説明があります。つまり、進路指導とは、

生徒が、「自分の将来をしっかりと進んでいくために必要な力」を育む指導ということです。では、「自

分の将来をしっかりと進んでいくために必要な力」とは、どんなものでしょう。それは、次の「四つの

力」からなると考えています。 
 

 １ 「様々な人と、協力してものごとに取り組む力」 

将来、仲間とともに仕事をする際などは、自己中心的に進めるのではなく、お互いを理解しながら進
めることが、とても大切になります。 

 ２ 「現実を知り、その中で自分ができることやしたいことに取り組む力」 

社会のことや自分自身のことをよく理解できていると、自分の力を存分に発揮できる場を選べるよう
になります。 

 ３ 「課題を見つけ、分析し、計画を立てて解決する力」 

変化の激しいこれからの世の中では、今、何を求められているのかを理解し、それに応えていくこと
が、ますます求められてきます。 

 ４ 「働くことの意義を理解し、自分の望む生き方を描き続ける力」 

自分はどのように生きたいのかと問い続けることは、目の前のことにやりがいや価値を見出すことに
つながります。 

 
 

そして、こうした力を育むために、三中では、総合的な学習の時間を中心に、様々な教育活動が行わ

れています。 
 

「総合的な学習の時間」における単元 主な学習内容 

「鎌倉校外学習」（１年） 

「都内めぐり」（２年） 「修学旅行」（３年） 

班でテーマ（課題）を設定し、仲間と協力しながら、その

解決を図る 

「認知症サポーター養成講座」（１・３年） 福祉の価値について、講師の方の話と体験を通して学ぶ 

「国際理解学習」（３年） 異文化の価値について、講師の方の話を通して学ぶ 

「働く人に学ぶ学習」（１年） 

「職場体験」（２年） 

地域の方々のご協力をいただきながら、働くことの意義

について理解を深め、社会への理解を深める 

「上級学校理解学習」（３年） 

「進路学習」（３年） 

自分自身の興味・関心や能力と向き合い、自らが望む自

らの生き方を、具体的なものにする 
 

ただし、進路指導は、総合的な学習の時間の中だけで行われているものではありません。たとえば、

国語で文章を的確に読む力を身に付けることは、様々な情報を分析する力の基となります。また、運動

会や合唱祭に向けてクラスで団結することは、仲間と協力する力を高めることにもなります。つまり、

学校のきまり、道徳の授業、委員会活動や部活動なども含め、三中で行われている教育活動のすべてが、

何らかの形で、進路指導を通して育みたい「四つの力」の育成に関わっているということができます。 

そして、その中学校生活の出口の位置に、受験における志望校の選択が待ち受けているのです。です

が、当然のことながら、志望校の合格が進路指導のゴールではありません。合格後も、卒業後も、生徒

たちの先には常に未来があります。そして、その未来をしっかりと進んでいくために必要な力は、常に

問われ、試され続けます。ですから、中学校三年間の進路指導を通して、この「四つの力」をしっかり

と育むことで、卒業後にも待ち受けている大小さまざまな選択の場で、自信をもって判断し、その結果

に責任をもてる人となり、変化の激しい世の中であっても、自分らしく、堂々と活躍してくれることを

望んでいます。 

 今後とも、三中の進路指導へのご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     「あなたなぜこんなお仕事をしているの？」 

教諭  長谷川俊公  

私にはかつて英語の教材の販売をしていた時期があった。午前中は職場に入ると、片っ端から会社

が手に入れてくれた個人情報をもとに、電話をかけまくっていた。手当たり次第にアポイントメント

を取り、会える日程を決めると、夕方からはアポの先方まで出向いて教材を売りつけるべくデモンス

トレーションをしていた。売っていたのは高価な英国の BBC 放送局で制作した英語の教材である。

安いもので１５万、高いものは４５万円という代物だった。売れれば、二割分のお金を手にすること

ができた。 

 今から、３０年以上も前の時代にその価格であった。勿論、そう簡単には売れなかった。JR で茨

城県の日立まで行って（経費は全て自腹）商談が成立させられなかった時の、帰り道の疲れと焦燥感

は今でも忘れない。そんな仕事をしているとき、私は教員に対してアポを取りまくった。しかし教員

はなかなか手ごわかった。売り込むのは至難の業であった。ある時電話に出た女性の先生が、「私は５

か国語を喋れるのよ。」と電話口で言うので、私は「あ、じゃこんな教材全く関係ないですね。」と言

って電話を切ろうとしたとき、「待って、あなたなぜこんなお仕事をしているの？そんなに英語が好

きならば、英語の教員になったら良いじゃないの。」と言われた私は、「僕もう２８歳なんですよ。年

齢的に無理でしょう。」と言うと「何を言っているの。３３歳まで受験できるのよ。（現在、年齢制限

は緩和されている）」と言われ、「本当ですか。じゃ、この仕事は辞めて教員になります。」と言って電

話を切り、その後すぐに部長に辞表を出し勉強に励んだ。２月のことだったと思う。その年の採用試

験で合格し、今の自分がいる訳である。あの時、あの先生の言葉に出会わなかったら私の歴史自体が

大幅に変わっていたかと思うと、あれが私にとって「心に残る一言」であったと思う。 

道 徳 の 窓

NO18 

部活動体験 

１１月２３日（土）３０日（土）に三小、矢崎小、南町小の６年生

を対象に部活動体験を行い、８９名が参加しました。 

体験に参加した６年生は目をキラキラさせながら三中に集まり、

少し緊張しながら活動に参加していました。 

 陸上部と吹奏楽部では２０人以上の参加がありましたが、たくさ

んの６年生を相手に、三中生が一生懸命教えている姿は、さすが中

学生と感じさせるものでした。 

 顧問の先生たちからも新入部員獲得へいい手ごたえがあったとい

う声もありました。 

 来年の新１年生の入学を楽しみにしています。引率にご協力いた

だいた小学生の保護者の皆様、ありがとうございました。 

三小出前授業 

11 月 12 日（火）第三小学校の 6 年生全クラスで保健体

育の授業をしました。授業内容は、集団行動（四列横隊の作り

方等）、補強運動（認知、判断、行動）、陸上競技（短距離走、

クラウチングスタート）です。いつもと違った雰囲気で緊張

気味な児童子供たちもいましたが、皆楽しく、積極的に授業

に参加していたと思います。中学校の空気を感じてもらえた

かな。 
 

【バドミントン部体験】 

【和太鼓部体験】 



部活動表彰 おめでとうございます！ 
≪第 62 回府中市民大会秋季大会≫  

～中学校対抗～ 
陸上競技部 

  陸上競技   中学校の部 男子総合「第２位」 

  「優 勝」 中学２年男子４×100ｍＲ  49 秒 84 

    川瀬優一朗くん ・森田 岳くん ・岡本 陽也くん ・石田  操くん 

  「第３位」 中学 1 年男子４×100ｍＲ  51 秒 49 

    渡邉 大真くん ・浅見 颯くん ・高橋 伶央くん ・片岡 勇人くん 

  「第３位」 共 通 女子  ４×100ｍＲ  57 秒 16 

    小路 愛莉さん ・玉城里乃佳さん・黒坂 彩葉さん ・松本かさねさん 

  「第３位」 中学女子 200ｍ         28 秒 73  松本かさねさん（２年） 

  「第３位」 中学男子走高跳         1ｍ30     光瀬 隼助くん（２年） 

  「第２位」 中学男子 800ｍ  2 分 10 秒 48   出崎 朋稀くん（２年） 

  「第３位」 中学男子 100ｍ         12 秒 51    石田    操くん（２年） 

  「第３位」 中学男子 400ｍ   1 分 00 秒 61    日向寺慧斗くん（２年） 

  「第２位」 中学男子走高跳          1ｍ50   渡邉  大真くん（１年） 

     
  ～少年の部～ 
     剣道部 
      「第 3 位」 女子中学 1 年生の部              小林美葵さん 
 

ハンドボール部 府中三中Ａ （中学生男子）  「優 勝」 
 
 ハンドボール部 府中三中Ａ （中学生女子）  「優 勝」 
 
 陸上競技部 

「優 勝」 中学２年男子 1500ｍ 4 分 46 秒 01 野口  幸聖くん 

「第２位」 中学２年女子走高跳     1ｍ45  松本かさねさん 

「優 勝」 中学２年男子走高跳      1ｍ45  森田    岳くん 

「第２位」 中学２年男子走高跳      1ｍ40  光瀬  隼助くん 

「第２位」 中学１年男子 100ｍ   12 秒 89    片岡  勇人くん 

 

受賞 おめでとうございます！ 
第 24 回府中市小・中学生の人権作文発表会 

「優秀賞」 ２年  川崎 心優くん 

  「優良賞」 ２年  右京 琉くん 

     「優良賞」 ２年  新田 琴弥さん 

   中学生の税についての作文 

     「武蔵府中納税貯蓄組合連合会会長賞」  ３年  田村 麗奈さん 

   税の標語コンクール 

     「優秀賞」 ３年  深水 莉子さん 

     「特別賞」 ３年  青栁 大和くん 

   炎天寺一茶まつり全国小中学生俳句大会 

     「入 選」 １年  倉林 朋美さん 

   東京都薬物乱用防止ポスター・標語応募 

     「佳 作」 ３年  内藤 佑将くん

 

 

 

 



 


