
◎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 

 皆さん、明けましておめでとうございます。今年も、皆さんが健康で安全に過ご

せることを心から願っております。 

 私が毎年楽しみにしている箱根駅伝

の中で、設楽悠太選手兄弟を特集したコ

マーシャルが放映され、その中で男衾小

学校の運動会のシーンも登場しました。

そのＣＭの中で２つの言葉が印象に残り

ました。一つは「子どものころ一番嫌いなことは走ることだった。ただ双子の兄の

背中を追いかけていたら、いつしか夢中になっていた。」、二つ目は「僕にとって箱

根駅伝は、夢でもあこがれでもなかったけど、あいつと優勝することにすべてを

かけていた。」という言葉です。走ることが嫌だった設楽選手がトップアスリートに

なったプロセスは、私には知り得ませんが、大嫌いだったことに「すべてをかけ

た」と言えるようになったのですから、相当な努力をしてきたのは間違えありませ

ん。また、走ることが嫌いのままでは成功できなかったはずです。 

 そこで、新年、そして３学期が始まるにあたり、「好きこそものの上手なれ」とい

う言葉を心に留めて、次のステップに進む準備をして欲しいと思います。 

 「好きこそものの上手なれ」、これは人は好きなことに対して熱心に努力する

ので、上達が早いということです。アップルの創業者の一人であった故スティーブ

ジョブス氏も、「偉大な業績を成し遂げるたった一つの道は、自分がやっているこ

とを好きになることだ。」という言葉を残しています。 

 それでは、どうすれば自分がやることを好きになれるでしょうか。誰でもその

気になればできる三つを話します。 

 一つ目は、「３日、３週間、３ヶ月（３年、３０年）続ける」こと。キーワードは３です。 

 「三日坊主」という言葉があります。始めても、長続きしないというマイナスの

意味で使われます。でも、３日間頑張れれば立派。次の３日間、そしてその次の３日

間を目指して３週間頑張ると、そんなに無理しなくてもできるようになります。そ

ればかりか、やらないことに不安を感じるようになります。そして、３ヶ月続くと行

動は習慣になります。最初、無理してやっていたことも、３ヶ月続けられると生活の

一部、あなたの自然な行動の中に入ってきます。ここまで来るためには、我慢もそ

れなりに必要です。 

 そして、面白さや目標も見え、わかるまで、できるまでやってやろうとなり、「好

きでやっている」という気持ちが大きくなってきます。できるまで、わかるまでや

り続けることは、人間一生の役に立つ力になります。 

 好きになるための二つ目は、「そこに関わる人を好きになる」ことです。 

 人を好きになるためには、人のよいところに目を向けていくことです。よいとこ

ろを誉めればその人と友達になれます。逆に悪いところを責めることは、あなた

に敵をつくること。どっちがいいのかは、言うまでもありませんが、人の悪いとこ

ろはよく見えるものです。ちなみに、人の嫌なところが見えたとき、その嫌なとこ

ろは、見えたあなたも持っているんですよ。人のよいところが見えた人は、そのよ

いところをあなたも持っている。つまり、見えたよいところも悪いところもあなた

の鏡ということですね。 

 授業をしてくれる先生、部活の指導者、学び合う仲間たち、部の仲間、先輩、後

輩、いいところに目を向けて学習も部活も好きになってください。 

 そして、三つ目は、好きになろうとしていることが「できるようになった」、「わ

かるようになった」時のことを想像することです。英語を好きになりたい人は、英

語が大好きになって、ペラペラに話せるようになって、あこがれの海外アーティス

トと会話している姿を思い描きましょう。スポーツだったら上達して試合で活躍し

ている姿を。 

 一つでも多くの「好き」を見つけて、成長して欲しいと思います。 

 私は、何をやっても続かない子供でした。今やっている教師という仕事も、はじ

めは嫌で、長続きしないと思いました。授業はうまくできないし、一所懸命指導し

ても悪いことをするし、毎日モヤモヤした気持ちでした。でも、気がついてみると

３５年間この仕事を続けています。続けているうちに、子供たちと共に育っていく

教師という仕事が好きになったのでしょう。続けられたということは、自分に向い

ていたのだと信じたいです。 

 新しい学期がスタートして、今までに経験したことがない役割や仕事を、先生や

仲間から頼まれることがあるでしょう。そのときは、たとえ大変なことでも是非引

き受けてください。先生や仲間は、あなたがまだ気付いていないあなたの「よさ

やとりえ」に気付いているものです。あなたにできない仕事があなたにやってく

ることはありません。嫌だと思ってもやっているうちに好きになります。そうなる

ように、３学期を充実させてください。       （３学期始業式式辞より） 

２月の主な行事 

１日・授業参観 ５日・生徒朝会 ７、８日・１年スキー教室 

８日・ＰＴＡ役員会 １０日・寄居町駅伝競走大会 

１４、１５日・３年生期末テスト １６日・資源回収 １８日・公

立高校出願 １９日・学校保健委員会(ヨガ教室） ２４

日・英検２次試験 ２６、２７日・１，２年生期末テスト 

２８日･公立高校学力検査(健闘を祈ります) 

１月 
日 曜 行事等 給食 

1 火 元日       

2 水 休日    

3 木 休日    

4 金 私立調査書配付   

5 土     

6 日     

7 月 冬季休業終了   

8 火 
３学期始業式（表彰含む） 校門指導 職

員会議⑭ 
× 

9 水 給食開始  登校指導 3年実力テスト  ○ 

10 木 
専門委員会(特別日課8:40～) 百人一首

大会（３年） 
○ 

11 金 生徒朝会（給食） 給食・清掃・昼休 ○ 

12 土     

13 日     

14 月 成人の日   

15 火 1年スキー教室説明会(14:00～) ○ 

16 水 百人一首大会（２年）  ○ 

17 木   ○ 

18 金 AL研修1-2 学年学級の日（数1-2・音1-2）  ○ 

19 土 寄居町書きぞめ展   

20 日     

21 月 私立直前指導（３年･放課後） ○ 

22 火 
私立高入試中心日 学年朝会 小学生部

活動体験 百人一首大会（1年） 

○ 

3年× 

23 水 道徳講演会（２年生･午後中央公民館） ○ 

24 木 学力向上の日（小中合同事前指導） ○ 

25 金 第２回巡回相談 授業順変更（１６３４５２） ○ 

26 土 
英検（２年生）2次2/24(日)  児童生徒美

術展（くまぴあ） 
  

27 日 
北辰テスト⑧  児童生徒美術展（くまぴ

あ） 
  

28 月 職員会議・職員研修(学校評価) ○ 

29 火 
特別日程  小中合同避難訓練(5限） 

小中合同研修(中間報告) 
○ 

30 水 全校朝会（2月分）   ○ 

31 木 専門委員会（３年生は最後） ○ 

※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。 

 12月13日、総合的な学習の時間に地域の中から課題を見つけ、解決していくためのボランティア活動を行いました。地域を

よりよくしていこうという目と心、そして解決するための創造力と行動力を一人一人が身に付けてくれるきっかけとなること

を願っています。 

   コミセンの除草作業          歩道橋の清掃         男衾駅前花壇の除草･清掃    交通安全ポスターの作成と掲示 

   男衾保育所での紙芝居       学校周辺の落ち葉掃き     若竹幼稚園農場での野菜の収穫     自然公園で俳句の更新 

 12月13日を中心に、2年生が

上級学校訪問を行いました。現

時点での希望に基づいた14校

の中の1校を訪問し、概要説明

や施設見学などを行いました。 

 1年後を見据えて、今からしっ

かり準備しましょう。 

 12月18日、さいたま少年鑑別所より2名の

指導者をお迎えして、薬物乱用防止教室を行

いました。生徒参加のロールプレイ（役割演

技）もあり、薬物のこわさを知ると共に、正し

い断り方についても学びました。 

埼玉県歯･口の健康啓発ポスター･標語コンクール 
入賞 １年 小井土 友駿・野地 力希星・押田 翠花・神 

庭 直翔・新井 舞花・宮浦 雪羽・鷲尾 空充子 

２年 鈴木 快斗･松本 羅華  ３年 菅原 丈嗣 

町内けやき文集審査会 
入選 １年 菱沼 帆花・大村 あかり ２年 安念 未喜・設樂 

みう ３年 髙山 美穂・新井 一葉・佐藤 凪紗 

平成30年度深谷市民柔道大会 優勝 ２年 小林 優大 

２位 １年 福山 青 

第60回大里地区児童生徒発明創意くふう展 
特選 ２年 今井 雄琉  ３年 髙山 美穂 

金賞 １年 吉田 千咲 

   ３年 石渡 將記・新妻 大空・山本 菜友 

第53回郷土を描く児童生徒美術展 
特選 ３年 米山 咲桜 

入選 １年 菱沼 帆花･福井 創太 

   ２年 設樂みう･杉田 夏穂  ３年 大場 藍菜 

平成30年度寄居町内美術展 
入選 １年 新井 愛華･大久保 静羅･小森 奈々･權田 隼一 

新堀 佳那･辻村 明音･新井 舞花･大澤 藍･落合 乃愛 

久保田優衣･佐藤愛莉･中柴日花里･土師瑚々美･鷲尾空充子 

２年 松本 羅華･安念 未喜･落合姫菜華･神庭 陽菜･小根山愛

菜･杉田 夏穂･鈴木 杏佳･大沢 快渡･黒元 利彩･坂本琉･吉岡 愛

美･竹永 京･新堀 陽菜 

３年 大澤 結菜･小澤 拓馬･小松 歩夢･菅原 丈嗣･髙瀬 拓実･

髙山 美穂･根岸 雅輝･最上 彩夢･新井 一葉･小松 拓夢･佐藤 輝

汰･佐藤 凪紗･馬場 夏希･細川 怜音･町田 晴海･新井 優吾･石川 

紫陽･岩片翔太郎･木本 聖怜･小林 隼人･新堀 由羅･松本 陽彩･

目代 暢 

 


