
◎男衾中学校の学校教育目標◎ 

真の学ぶ力を身につけたくましく生きる生徒の育成 

自ら学ぶ生徒(知) 心豊かな生徒(徳) たくましい生徒(体) 

◎目指す学校像  夢を叶える学校    

◎目指す教師像  男衾を愛し男衾に愛される教師  

◎目指す子供像  仲間を愛し、夢に向かい、真の 

学ぶ力を身につけた男衾の子 

平等の真意と手話         新堀 由羅 
 「店員は耳が不自由です。受取口ではレシートをご提示ください。」  

 最近、友達と出かけたときに、とある飲食店で私はこのような貼り紙を見つけ

た。受取口まで来ると、店員さんは私が頼んだ飲み物を持って辺りを見回してい

た。私は急いでレシートを見せた。すると店員さんは私に飲み物を渡し、 

「ありがとう。」と手話で言った。今はこのように、障害のある人と一緒に働ける社

会になっているのだなと思った。 

 そしてもう一つ、私が感じたことがある。それは手話についてだ。店員さんが私

にありがとうと手話で言ったとき、なんだか胸が温かくなった。普段、店員さんに、

「ありがとうございました。」と言われるよりもずっと嬉しかった。きっと、目で直

接、ありがとうという気持ちを感じることができたからだ。 

 実は、私は小三のころ、手話に興味をもっていた。当時、毎週放送されていた手

話の番組は欠かさず見ていたし、祖母に手話の本まで買ってもらったほどだ。「手

話で会話できるようになったら素敵だね。」という亡き祖母の言葉を、今でも鮮明

に覚えている。しかし中学生になり、勉強が忙しくなった今、すっかり手話の本を開

くことはなくなってしまった。もし今もずっと、手話を覚え続けていたら、あの店員

さんに何か伝えられたのになと少し後悔もした。だからまた、少しずつでも、手話

を覚えていこうと思う。そして、手話にしかない温かさをいろいろな人に知っても

らいたい。  

 これからの社会で求められるのは、知識の量ではなく応用力だと言われてい

る。膨大な量の知識をもっていても、それを生かせなければ意味はない、という

ことだ。私は、その応用力の中には、多くの人とコミュニケーションをとる能力も

含まれていると思う。多くの手話を知っていても、使えなければ意味はないのだ。

そうならないためにも、一歩踏み出さなければならない。そのためにまず、私は

これから手話をたくさん覚えていくと決意した。そして覚えた手話を生かすため、

積極的に人と触れ合っていきたい。 

 今までの私は、手話に対して、「耳の不自由な人が使うもの」という少しマイナ

スなイメージをもっていた。しかし今は、「誰でも覚えられるもの」「喜怒哀楽や感

謝の気持ちを強く伝えられる素敵なもの」というイメージに変わった。手話は、聴

覚障害のある人が使うというレッテルを剥がさなければならない。そう気付くこ

とができた。それは、あの取組をしていた飲食店のおかげだ。また、耳が不自由な

らば接客の仕事を外すというのが配慮だと考えてしまうかもしれない。しかしそ

れは違うということを学んだ。障害のある人をいたわること、それはもちろん大

切だが、それだけが平等ではないのではないか。平等という言葉の真意はそこ

なのかもしれない。 

 ところで、あの飲食店の取組について調べてみた。この取組は、海外から始

まったそうだ。日本に限らず、世界各地で人権を尊重する動きが広まっていると

いうことである。私たちはこれから、そんなすばらしい社会で多くの人と関わって

いくことができる。それは、とても幸せなことだと思う。私はその中で、「たとえ聴

覚や視覚などの障害のある人だとしても、コミュニケーションを難なくとれる人

になりたい。 

 この出来事から、誰にでも楽しく過ごし、働き、平等に生きる権利があることを

身近に感じた。そしてこの平等という言葉について理解を深めることができた。 

 「手話は温かいということ」「平等とは、障害のある人をいたわるだけでは成り

立たないということ」私はこう考える。この考えが認められる社会になってほし

い。この経験を通して、私は大きく成長できたと思う。この経験から得たもの、考え

たことを基に、すばらしい社会を築くために貢献していこうと思う。 

12月 
日 曜 行事等 給食 

1 土     

2 日 北辰テスト⑦   

3 月 教育相談（1・2・3年） 特別日課(３日～７日) ○ 

4 火 教育相談（1・2・3年） ○ 

5 水 教育相談（1・2・3年）  ○ 

6 木 教育相談（1・2・3年） 3年租税教室(5校時)  ○ 

7 金 教育相談（1・2・3年） ○ 

8 土     

9 日     

10 月 登校指導⑧ 特別日程 AL研修 1-1 （5国6社） ○ 

11 火   ○ 

12 水 ３年 追加面談（～１７日） ２年上級学校訪問 ○ 

13 木 専門委員会 ３年地域貢献ボランティア（5.6校時） ○ 

14 金 新入生説明会 体験授業［理・数］       ○ 

15 土 男衾小学校資源回収   

16 日     

17 月 職員研修 ○ 

18 火 期末短縮 薬物乱用防止教室（5校時） ○ 

19 水 期末短縮 午後：表彰集会 ○ 

20 木 
期末短縮 給食終了 大掃除５限(昼休13:20- 準備

13:30- 大掃除13:40-14:30 帰りの会14:35-45)  
○ 

21 金 ２学期終業式 職員打合せ   × 

22 土     

23 日 天皇誕生日   

24 月 振替休日 冬季休業（12月24日～1月7日）    

25 火 冬季休業   

26 水 冬季休業   

27 木 冬季休業   

28 金 冬季休業   

29 土 休日   

30 日 休日   

31 月 休日 大晦日        

１月の主な行事 
８日･始業式 ９日・給食開始、３年生実力

テスト、２年生百人一首大会 １０日・専門

委員会、３年生百人一首大会 １１日・生徒

朝会（給食）、１年生百人一首大会 １５日・

１年生スキー教室説明会 １９日・寄居町

書きぞめ展 ２２日・私立高校入試中心

日（～２３日） ２３日・寄居町道徳講演会

（２年生） ２６日・２年生英語検定、児童生

徒美術展（～２７日・くまぴあ） ２９日・小

中連携避難訓練 ３１日・専門委員会 

 11月20日には人権集会を行い、校長からは、男衾中学校からいじめが

なくなることを強く願い、松谷みよ子さんの「私のいもうと」を朗読しま

した。また、３年生の新堀由羅さんが文集「はばたき」に掲載された作文

を朗読しました。 

 また、11月2日には障害者スポー

ツについて理解を深めるために、車

いすバスケットボールチーム「埼玉

ライオンズ」から３名の選手をお迎

えし、障害のある人も健常者も共に

活躍できる社会づくりを進めるた

めに何ができるのかを考えること

ができました。 

 大手ゲームメーカーであるサイゲームスの執行役員・デ

ザイナー部６００人を束ねる部長の三ツ間俊行先生を講師

にお迎えして、「夢との付き合い方～その一歩を踏み出す

ために～」と題して御講演をいただきました。 

 お父さんの仕事である大工を継ごうと熊谷工業高校の建

築科に進学しましたが、卒業後デザインの専門学校に入

学。紆余曲折を経て現在の仕事にたどり着かれました。 

 とにかく考え方がポジティブです。次の目標にたどり着

くために、自分のスキルアップを最優先されます。時には

会社を辞めてでも学ばれています。 

 生徒たちはその熱いお話からたくさんのことを学んでく

れました。「どんなことか

らでも学べる、やって無駄

なことなんかない」「ピン

チだからこそチャンスに変

える」「夢は人生の道しる

べ」「遅刻は絶対にダメ」

など、三ツ間先生の熱い思

いを受け止めてくれたよう

です。 

※学校だよりで、生徒の活躍も積極的に発信します。学校だよりは、後日男衾中学校のWebサイトに掲載いたします。生徒のみなさんの氏名、写真

等で、載せることが差し支える場合には、担任を通じてお知らせください。 

 11月16日、熊谷市のさくらめいとで納税表彰式が行われ

ました。本校からは、3年生の山本菜友さんの作文「税のあ

りがたみ」が、2年生の東優李さんが標語「考えよう 税を

納める その理由」で熊谷税務所長賞に輝きました。山本

さんの作品は8676編中の4席、東さんの作品は16557編中

の1席という素晴らしい成績でした。 

 また、男衾中学校が租税教育推進校等熊谷税務所長感

謝状をいただきました。租税教育に熱心に取り組んだとい

うことで、管内で唯一（高校も含めて）選ばれました。 

  １年（男子） ２年（男子） ３年（男子） １年（女子） ２年（女子） ３年（女子） 
順位 組 名前 分 秒 組 名前 分 秒 組 名前 分 秒 組 名前 分 秒 組 名前 分 秒 組 名前 分 秒 

1 1222 中尾 玲偉 12 33 2109 加々美敦己 12 2 3108 小野 直紀 12 26 1133 松本 愛澄 13 26 2110 神庭 陽菜 13 44 3319 前田 未来 14 24 

2 1226 野地力希星 13 29 2118 小林 竜貴 12 37 3118 田中 士諒 12 49 1213 久保田優衣 13 30 2226 馬場 春奈 14 0 3219 野地琳々星 15 36 

3 1230 福島 瑶生 13 42 2232 吉田 蓮 13 5 3102 新井 陸哉 12 53 1111 押田 翠花 15 29 2218 高橋ひより 15 35 3117 高山 美穂 17 3 

4 1110 興津 大翔 13 50 2119 篠田 立輝 13 9 3218 野川 大翔 13 51 1109 大久保静羅 15 39 2126 伴野 友香 15 43 3110 神庭 萌花 17 18 

5 1229 福島 星矢 14 4 2125 利根 悠斗 13 15 3212 佐藤 輝汰 14 41 1236 吉田 千咲 15 53 2224 新堀 陽菜 16 22 3317 藤本 琴音 17 39 

6 1205 伊藤 巧磨 14 20 2230 村田 篤紀 13 24 3305 石川 紫陽 14 49 1103 新井 睦未 16 24 2213 黒元 利彩 16 35 3210 小林 由茉 18 0 

7 1217 小山 智久 14 27 2112 栗原 二響 13 43 3217 中尾 昇阿 15 24 1102 新井 美優 16 25 2115 小根山愛菜 16 40 3106 大場 藍菜 18 20 

8 1118 權田 隼一 14 28 2208 大沢 快渡 13 58 3326 横田 颯吾 15 34 1117 小森 奈々 16 28 2223 中澤莉和奈 16 43 3101 新井彩弥乃 18 23 

9 1137 横田 柊人 14 29 2227 原 一心 14 11 3307 宇田川兼佑 15 35 1132 古郡 さくら 16 29 2129 松本 羅華 17 44 3124 最上 彩夢 18 49 

10 1202 新井 大晴 14 33 2212 國原 颯太 14 19 3304 石井 皇成 15 38 1209 岡部 日和 16 33 2108 落合姫菜華 18 5 3213 佐藤 凪紗 19 11 

学級委員会 黒元 利彩 福祉委員会 河田 遥音 

生活安全委員会 東 優李 美化委員会 大澤 知生 

体育委員会 馬場 春奈 緑化委員会 鈴木 杏佳 

保健委員会 伴野 友香 図書委員会 鹿島 美咲 

給食委員会 小林 勇輝 放送委員会 種橋 正枝 

○学級委員○ ○専門委員長○ 

 １ 年 ２ 年 ３ 年  

組 男 子 女 子 男 子 女 子 男 子 女 子 組 

１  
川﨑 脩平 五十嵐紗月 鈴木 快斗 落合姫菜華 小澤 拓馬 大場 藍菜 １ 

  菱沼 帆花   神庭 陽菜 中尾 昇阿 細川 怜音 ２ 

２ 
小山 智久 佐藤 愛莉 坂本 琉 黒元 利彩 岩片翔太郎 木本 聖怜 ３ 

  宮浦 雪羽 吉田 璃空   中内 蓮  ５・６ 

11月29日 読売新聞より 

 ６組担任の小関紀美教諭が

12月1日から3月31日まで介護

のためにお休みします。 

 その間の、６組担任、２年生

の理科、給食担当、ＰＴＡ会計

等 を 石

倉 良 浩

教 諭 が

受 け 持

ちます。 

 御 理

解 の ほ

ど、お 願

い い た

します。 

 11月8日、スケアードストレイト教育法に

よる交通安全教室が行われました。これ

は、スタントマンによる交通事故の再現を

目の当たりにすることで恐怖を実感さ

せ、交通事故防止を狙うものです。 

 それにしても怖かったですね。ノーヘ

ルも飛び出しも絶対ダメです。 

 寄居町の代表として、11月7日に熊谷市文化創造館さくらめいとで、箏とギター、ピアノで

「365日の紙飛行機」を演奏しました。一年生とは思えぬ見事な演奏でした。内田亜由美先生

曰く、「本番が一

番うまくできま

した。」御支援に

感謝します。 


