
 中学生の皆さんが、なぜ学習しなくてはならないのかを考

えましょう。キーワードはズバリ、「創造力」。 

 どの分野においても、人間が作業し

ていたことは人工知能やロボットに取っ

て代わられますが、新しい商品や制度

を開発するといった、知識や情報を組

み合わせて「新しい考え」や「新しいも

の」を創り出すことは人間でなくてはで

きません。 

 右の写真は、アップルコンピュータ社

を創設した一人である、故・スティーブ・ジョブス氏です。 

 手に持っているのは、初代のiphoneです。コンパクトなこの

サイズで、本格的にインターネットにアクセスできるようにな

りました。音楽配信の手段もＣＤからインターネットへと進化さ

せ、今では当たり前のスタイルになりました。 

 一つ一つの技術は、それまでにあったものばかりです。そ

れらを組み合わて、コンパクトで魅力的なデザインにしたこと

で、世界の大ヒット商品が生まれました。 

 ジョブス氏は「創造性とは単に物事を結びつけることで

す。」と言っています。 

 皆さん、頭の柔らかい今、創造力の基礎であるたくさんの

知識を身に付け、新しいことを考えてみませんか。 

 元旦のニューイヤー駅伝では、本校卒業生の設楽悠太選

手、設楽啓太選手が力走を見せてくれました。また、箱根駅

伝、サッカー、ラグビーと寄居町出身のアスリートが大活躍し

ました。彼らは皆、体はもちろん、心も頭もしっかり鍛えられて

いるに違いありません。 

 さて、平成３０年、皆さんには学校でしっかり学び、家庭学習

でしっかり定着させることで確かな学力を身に付けていただ

きたいと願います。もちろん、頭だけでなく心と体、全てのバ

ランスがとれて学力です。 

 そのためには、健康でなくてはなりません。健康もこれま

た、体だけではなく、頭も心もよい状態でなくてはなりませ

ん。 

 今日は「ありがとう １００回」という話をします。 

 あるお医者さんから伺ったお話で、１日に１００回、「ありがと

う、ありがとうございます」を言っていると健康になるんだそ

うです。私も挑戦してみましたが、声に出しての１００回は難し

いです。途中で回数もわからなくなってしまいます。３０回くら

いしか言えなかったら、７０回を寝る前にまとめて言っても効

果があるそうです。できれば、朝がよいようですが。 

 たくさんの「ありがとう」を口にすると、人間の脳は「どうし

て私は『ありがとう』を口にするの？」という混乱に陥り、 

「ありがとう」の理由を探そうとします。 

 「天気がよい」「朝食の味噌汁の具が大好きなジャガイモと

タマネギだった」「学校に来られた」「朝練に参加できた」「授業 
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中手が挙げられた」「普段、あまり話をしない○○さんと話せ

た」など、たくさんのありがとうを見つけようとします。感謝の

対象を探そうとすることで、自然と感

謝の気持ちが持てるようになります。 

 「ありがとう」の気持ちを持って生活

していると、ストレスも減り、気持ちも

ゆったりしてきます。この状態が、頭も

心も体も健康な状態にしていくのだと

思います。 

 年頭、そして１年のまとめである３学

期のスタートに当たり、「ありがとう１００

回」すなわち「ありがとう健康」という話をしました。 

 最後に、３年生の皆さんへ「合格するぞ１００回」、合格できる

理由をたくさん見つけて、合格してください。健闘を祈ります。 

「ありがとう」１００回で健康に（３学期始業式式辞の抜粋） 

１  月 

日 曜 行     事 給食 

1 月 元日      

2 火 休日   

3 水 休日   

4 木     

5 金     

6 土 冬季休業終了   

7 日 寄居町成人式   

8 月 成人の日   

9 火 ３学期始業式（表彰含む） 校門指導 職員会議 x 

10 水 給食開始 登校指導 百人一首大会（２年６限） o 

11 木 
1・2年実力テスト 百人一首大会（３年５６限） 専

門委員会 
o 

12 金 百人一首大会（１年５６限） 美術主任会 o 

13 土     

14 日     

15 月 職員研修 o 

16 火 生徒朝会 AL職員研修⑦ o 

17 水 百人一首大会（1年） o 

18 木 学年学級の日 o 

19 金   o 

20 土 寄居町書きぞめ展  鉢形小   

21 日     

22 月 私立受験中心日 o 

23 火 学年朝会 道徳講演会(2年 中央公民館13:30) o 

24 水   o 

25 木 学力向上の日 o 

26 金   o 

27 土 大里地区美術展（くまぴあ）   

28 日 北辰テスト⑧   

29 月 職員会議⑮ o 

30 火 全校朝会（2月分） o 

31 水 特別支援学級合同学習会③ o 



※後日男衾中学校のWebサイトに掲載いたします。載せることが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。 

 平成29年度の柔道世界選手権で、個人・団体ともに金メダルに輝いた本校卒業生でもある新井千

鶴選手が来校します。大変過密なスケジュールの中、後輩たちのためにということで、関係の皆様

の御配慮により実現することができました。本当にありがとうございます。 

 当日は、ゲストティーチャーとして柔道の授業に参加していただき、直接生徒たちに指導してい

ただきます。また、午後には後輩である全校生徒に、世界を相手に戦っている経験を生かした貴重

なお話しをしていただく予定です。 

 新井選手は、11月に二人目となる町民栄誉賞にも輝きました。 

 保護者、地域の皆様には「学校だより2月号」で詳細を御案内いたします。 

大里地区児童生徒発明創意くふう展 金賞 

 １年 今井雄琉 ２年 内田 元 ２年 小松歩夢 

 ２年 石渡將記 ２年 小澤拓馬 ２年 小野直紀 

第５２回郷土を描く児童生徒美術展 

 特選 ２年 大澤 結菜  入選 １年 松本 羅華 

 入選 ２年 佐藤 凪紗  入選  3年 杉田 夏緒 

 入選 ３年 大沢萌々花  入選 ３年 岡野 未来 

身体障害者福祉のための第59回埼玉県児童生徒美術展 

 特選 １年 設樂 みう  入選 １年 鈴木 杏佳 

 入選 １年 種橋 正枝  入選 ２年 新堀 由羅 

 入選 ２年 新井 優生  入選 ２年 小林 隼人 

 入選 ３年 木村 元気  入選 ３年 髙瀬 壽明 

 入選 ３年 平沼 陽介 

寄居町内美術展 入選 

 １年 大沢快渡 神庭陽菜 小根山愛菜 坂本琉 

    設樂みう 鈴木杏佳 髙瀬 瞳 利根悠斗 

    村田篤紀 安念未喜 落合姫菜華 黒元利彩 

    小林俊太 小林勇輝 杉田夏穂 高橋ひより 

    種橋正枝 

 ２年 岩片翔太郎 大八木南 小松歩夢 田中士諒 

    神庭萌花 高山美穂 新堀由羅 根岸雅輝 

    松本陽彩 山本渚月 新井紗弥乃 小澤拓馬 

    小林由茉 馬場夏希 米山咲桜 

 ３年 今泉柚紀 小川翔也 冨田愛華 新堀来瞳 

    長谷川実咲 峯岸冬華 飯島理緒 上村彩楓 

    大沢翔太 押田颯馬 金森新多 川﨑正太郎 

    木村元気 杉田静穂 鈴木李佳 髙瀬壽明 

    土師ななせ 間中頼希 森海咲希 

仙元山スポーツフェスタ 

 800m  1位 2年 野地琳々星 

 1500m  2位 １年 神庭 陽菜 

 走高跳  ２位 ２年 山本菜友 ３位 木本聖怜 

 やり投げ １位 ２年 藤本琴音 ２位 木本聖怜 

      ３位 最上彩夢 

 800m､1500m 2位 ３年 圡橋 駿太 

 走高跳  ２位 ３年 黒澤陸斗 ３位 ２年 中尾昇阿 

熊谷市陸上競技選手権大会走り高跳び 

 走高跳  １位 ２年 中尾 昇阿 

寄居町内読書感想文審査会 

 特選 ３年 押田颯馬  

 入選 １年 井田 大睦 黒元利彩 

    ２年 岩片翔太郎 堀口陽喜 野村雪乃 

    ３年 長谷川実咲 

※続きは次号以降でお知らせします。 

 講師に、(NPO)青少年メディア研究協会の下田太一先生をお迎えし

て、「ケータイ、スマホと向き合う姿勢を考えよう」をテーマに、情

報社会を安全に生きていくための学習を行いました。スマホやタブ

レットの普及により、生徒たちも氾濫する情報に容易にアクセスでき

るようになりました。また、誰もが簡単に情報発信できるようにな

り、それに伴ってトラブルも激増。命を脅かすような事案もたくさん

起きている中、生徒もしっかり考えることができた有意義な学習会に

なりました。 


