
◎学校のミッション◎ 
知・徳・体の調和のとれた｢生きる力｣を育む学校 

～あとひと手間かけて～      

◎学校教育目標◎ 
自ら学ぶ生徒（知育） 

心豊かな生徒（徳育） 

たくましい生徒（体育） 

１２  月 
日 曜 行事予定 給食 

1 木 期末テスト/部活中止期間 ○ 

2 金 期末テスト ○ 

3 土   

4 日   

5 月  ○ 

6 火 全校朝会 ○ 

7 水  ○ 

8 木 専門委員会 ○ 

9 金 登校指導 ○ 

10 土 男衾小資源回収  

11 日   

12 月  ○ 

13 火 学年朝会 ○ 

14 水 校内研修会 ○ 

15 木 
新入生説明会･授業見学会/学力向上

の日 
○ 

16 金  ○ 

17 土   

18 日   

19 月 期末短縮 ○ 

20 火 期末短縮 ○ 

21 水 期末短縮/大掃除/口座振替日 ○ 

22 木 終業式 無 

23 金 天皇誕生日 － 

24 土   

25 日 冬季休業日（１２月２５日～1月7日）  

26 月  － 

27 火 口座再振替日 － 

28 水  － 

29 木 休日  

30 金 休日  

31 土 休日  
   1月～2月の主な予定 
○1月 9日(月)：成人の日 

○1月10日(火)：3学期始業式/校門指導日 

○1月11日(水)：登校指導日/2年百人一首大会 

○1月12日(木)：3年百人一首大会/専門委員会 

○1月13日(金)：1年百人一首大会 

○1月17日(火)：生徒朝会/スキー教室説明会 

○1月24日(火):学年集会 

○1月31日(火):全校朝会 

○2月5(日)～7日(火)：1年生スキー教室 

                   校 長 稲 葉 俊 昌 

中国の故事に次のような話があります。 
 

昔、魏という国の王が「私の国には、大変貴重で大きな玉

(ぎょく…ヒスイという宝石)が１０個あり、それが車の前後

を照らしている。これが国の宝だ。」と述べた。すると、斉

の国王は次のように答えた。 

「私の国にはそんな玉はない。しかし、車が進む隅々を

しっかり守る人々がいる。それぞれの人が自分の守る一隅、

一隅を照らせば、車の前後どころか、千里の先をも照らす。

これが国の宝だ。」 
 

この話から、「一隅を照らす」という言葉が生まれました。

「一隅を照らす」とは、一人一人がそれぞれの役割をしっかり

果たし、人々や世の中に貢献することを言います。漢学者「安

岡正篤」先生は、この故事に深く感銘し、「一隅を照らす」こ

とを自らの生涯の行としました。 

そして、次のように伝えました。 
 

どんな人でも１つのことを何十年と継続していけば、必

ずものになります。必ずしも偉い人になる必要はありませ

ん。社会のどこにあっても、その立場立場において、なくて

はならぬ人になる。仕事を通じて世の中や人のためになる。

そういう生き方を考えなければなりません。 
 

12月にはいり、二学期も終わりを迎えようとしています。今

年度2回目の通知票をお配りしますので、各ご家庭で4月から

の生活を振り返りまとめをしてください。そして、お子さまの

成長を確認してください。子どもたちは、学級や学年、部活動、

さらには各家庭や地域等の様々な集団の中で、それぞれ役割

を担って活動しています。もちろん、華々しい活躍や成果は、

お子さまの自信や成長につながります。素晴らしいことです

が、さらに加えて、これから社会にでたときに「一人一人が責

任を持って役割を果たし、集団に貢献する。｣という価値観を

育てることが大切になります。 

保護者の皆様におかれましては、お子さまの長所を認め育

むことはもちろんですが、「一隅を照らすことができる人間

に」という視点からもご指導いただ

きますようお願いします。 

 ｢一隅(いちぐう)を照らす｣ 
     ～｢二学期のまとめ｣にあたって～ 

第69期生徒会引継ぎ式 



※後日男衾中学校のWebサイトに掲載いたします。載せることで差し支える内容がある場合には、担任を通じてお知らせください。 

【寄居町美術展】入選者 

１年：石井皇成,小澤拓馬,根岸雅輝,野村雪乃,細川怜音,新井優吾, 

   今井那津,木本聖怜,山本渚月,新井彩弥乃,岩片翔太郎, 

   中尾昇阿 

２年：新井雄大,飯島理緒,大沢萌々花,岡野未来,木村元気, 

   舍利弗悠人,長谷川実咲,菱沼百花,平沼陽介,加藤陽菜, 

   川﨑正太郎,清水萌,杉田静穂,鈴木李佳,髙瀬壽明,冨田愛華, 

   圡橋駿太 

３年：加藤珠里,河合愛奈,小池佑弥,長嶋桜,野川唯翔,野口瑞穂, 

   伴場彩香,丸山直巳,山本梨乃,吉田咲葵,權田将一,坂本竜也, 

   高橋悠華,福井勘介,秋山空,浅見季星,飯島彩凪,石井勇成, 

   大澤夏葉,岡田帆乃香,金子健太,飛延篤郎,長嶺円花,馬場元暉, 

   村山晶胡 

【新人体育大会柔道県大会】      

 個人戦：優勝 小林隼 2位 石岡秀星 3位 小林弘実 

 男子団体：ベスト8 女子団体：ベスト8 

 【熊谷市民柔道大会】 

 団体戦：優勝 男子Ａチーム 

 個人戦：優勝 小林隼 

      ３位 石岡秀星、小林弘実 

【第55回秩父駅伝競走大会】 

 男子Ａチーム：準優勝 

 女子：3位  

【寄居町表彰】 

 寄居町表彰 功労表彰： 

        3年 井口真之介 

11月16日(水)には、恵まれた天候の中で校内ロードレー

ス大会を実施いたしました。各々が目標の更新を目指し、と

てもさわやかな大会となりました。 

見守っていただきましたPTA役員の皆様、保護者の皆

様、地域の皆様、ありがとうございました。 

各学年の入賞生徒を紹介いたします。 

【1年男子】:1位 田中士諒 2位 小野直紀 3位 新井陸哉  

  4位 菅原丈嗣 5位 宇田川兼佑 6位 新井優生7位 石川紫陽 

  8位 中尾昇阿 9位 野川大翔 10位 根岸雅輝 

【1年女子】:1位 前田未来 2位 髙山美穂 3位 野地淋々星 

  4位 小林由茉 5位 佐藤凪紗 6位 藤本琴音  

  7位 新井彩弥乃 8位 最上彩夢 9位 目代暢 10位 神庭萌花  

【2年男子】:1位 嶋﨑祐斗 2位 圡橋駿太 3位 佐藤数馬 

  4位 押田颯馬 5位 荒川大夢 6位 小川翔也 7位 新井雄大 

  8位 篠崎将希 9位 吉田充輝 10位 長谷川玲 

【2年女子】:1位 熊倉莉々 2位 小林祥子 3位 大沢萌々花 

  4位 山口汐音 5位 塙彩名 6位 新堀来瞳 7位 森海咲希 

  8位 森下愛理 9位 小林弘実 10位 飯島理緒 

【3年男子】:1位 小笠原康太 2位 小池佑弥 3位 力丸叶晟 

  4位 吉田 創 5位 西林卓哉 6位 野川唯翔 7位 坂本竜也 

  8位 馬場元暉 9位 小林巧実 10位 松本竜寛 

【3年女子】:1位 松本香乃 2位 守屋英利菜 3位 前田絵莉菜 

  4位 山本梨乃 5位 小林泉水 6位 吉田咲葵 7位 大久保愛 

  8位 高橋琴葉 9位 長嶺円花 10位 杉田瑠南 

◎総合優勝：1年3組 2年1組 3年3組 

１年生 男 子 女 子 ２年生 男 子 女 子 ３年生 男 子 女 子 

１年１組 新井 陸哉 野村 雪乃 
２年１組  

小川 翔也 長谷川 実咲 ３年１組 丸山 直巳 浅野 愛香 

１年２組 新井 卓磨 大場 藍菜 中村 唯人  ３年２組 西林 卓哉 赤林 音呂 

１年３組 岩片 翔太郎 馬場 夏希 川﨑 正太郎 冨田 愛華 ３年３組 馬場 元暉 小林 泉水 
２年２組  

    新堀 来瞳 ５･６組 佐藤 歩未  

後期の学級委員と生徒会専門委員長を紹介します。全校の皆さんで協力して、より素晴らしい学級、学年、学校をつくりましょ

う。期待をしています。 

学級委員会 小川 翔也 給食委員会 飯島 理緒 図書委員会 峰岸 冬華 

生活安全委員会 森 海咲希 福祉委員会 杉田 夏緒 放送委員会 栗原 朱里 

体育委員会 圡橋 駿太 美化委員会 清水 萌   

保健委員会 舎利弗 悠人 緑化委員会 小林 春輝   

11月1日(火)｢フリー参観｣で、埼玉県ネットアドバイザーの 池

田俊江先生をお招きして｢子ども安全見守り講座｣を行い、｢スマー

トフォンや携帯電話など、インターネットの危険性と気をつける

こと｣について講演をいただきました。内容は、次の通りです。 

○SNS、通信アプリなどの｢出会い｣に注意～自分だけは大丈夫？

(1.ネット上で知り合った人に、自分の個人情報や写真を送った

り直接会ったりしない。2.SNSを利用するときには、必ず保護

者に相談してから使う。) 

○ネットいじめは最低の行為です。軽い気持ちが、相手を傷つけ

る！(1.人を傷つけるようなことを決してネットに書きこんでは

いけない。2.ネット上の書き込みは、個人が特定される。3.いじ

めに気がついたら、先生やまわりの大人に相談する。) 

○おもしろがって投稿したことで、一生を台無しにすることがあ

る。(ネットに載せた情報はずっと残り続けてしまう。) 

 あわせて寄居町では、｢インターネット使用のルール｣として、 

１ 相手の時間を考えよう(中学生の使用は、原則午後9時まで。) 

２ 相手の気持ちを考えよう(顔の見えない相手とのやりとりは、

言葉を慎重に選んで使う。) 

３ 家の人との約束を守ろ

う(フィルタリングを

設定し、家の人とルー

ル｢使用時間、使用場

所等｣を作って使う。) 

是非、ご家庭でもお子

さまと話し合ってくださ

い。 

柔道県大会個人戦優勝：小林隼 選手 


