中野区立第八中学校 学校便り

平成２９年１０月３０日発行

「 若どり 」
◎ からだをつくる

◎ 心をみがく

八中生はすばらしい
１０月１０日、後期前半の学校生活が始まり
ました。その１０月は長雨や大型の台風に見舞
われ不安定な日が続きました。これからは秋ら
しい「スカッ」とした日々が続くことを期待し
たいと思います。
今月は、八中の自慢話を書かせていただきま
す。９月から１０月にかけて、八中では大きな
行事があり学校が活気にみなぎっていました。
その一つが中野区連合陸上競技大会。全校の中
から選抜された生徒たちが駒沢オリンピック
公園陸上競技場で躍動しました。小規模校（区
内２番目）でありながら区内、区・国・公・私
立中学校が集う中、男女とも８位という素晴ら
しい成績を残し、個人でも１位２種目、２位２
種目、３位１種目、入賞１５種目という成果を
残しました。出場した生徒たちは、大規模校に
勝るとも劣らない力を発揮し、小規模校でもこ
こまでやれるという力を示してくれました。
そして１０月１５日、たくさんのご来賓や保
護者がご来場の中、待ちに待った八中文化発表
会が開催されました。第１部の全校意見発表
（人権について）そして第２部は音楽祭（合唱
祭、吹奏楽部演奏）
。合唱祭では、１年生の中
学生となった自覚ある元気な歌声、２年生の中
堅学年としての使命感ある力強いまとまりあ
る歌、そして３年生の荘厳かつ心を打つ音色が
響く合唱が、会場のルネこだいらに響き渡りま
した。いずれも甲乙のつけがたい合唱となりま
した。またその後の吹奏楽部の演奏はとても楽
しい発表でした。八中の、
『ここまでやれる！』
の精神を見せてくれました。
午前の部、全校意見発表会では学年を代表し
た素晴らしい意見が発表されました。１年生の
栗田温大君は「いじめ」について、自分の経験
から具体例を交え問題を提起し、心に傷を負わ
せてしまう後悔や反省、その解決策をしっかり
と語ってくれました。
「全員は同じではない。
それをみんながどのように理解し合うかがい
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◎ わざを練る
校長

江原 賢一

じめ解消に繋がる。
」と結んだのが、印象的でし
た。坂口野乃子さんは、長崎原爆資料館を訪れた
際に見つけた一枚の写真から、戦争の悲惨さに心
を痛め、
「人を勇気づけること、平和世界を作る
ことの大切さ」を、心に迫る迫力ある言葉で伝え
ました。２年生の小栁れんげさんは、米国の黒人
差別に端を発した公民権運動を題材に、
「自由と
平等は誰にでもある。他の意見に耳を傾けること
が大事であり、人はみな同じ権利を持つ人間であ
る。
」と力強く発言。板東礼菜さんは、自分の友
人である視覚障害者との関わりから、自分の「当
たり前が当たり前でない」ことを知り、自分の障
害に立ち向かう強さ、努力、生きることの意義に
心を打たれたことを紹介してくれました。
「障害
者という言葉が、障害者を傷つけている」という
最後の言葉がとても印象的でした。３年生では、
周 文君が「思いやりの気持ち」を発表、自分の
身の周りの出来事をしっかりと見つめ、相手の立
場を思いやることができないことが差別につな
がる。その無意識の中の意識を払拭することはと
ても大変なことであるが、自分の気持ち次第でど
のようにでもなる。人権のキーワードは「思いや
り」であると伝えていました。福永陽介君は、特
別に心の支援を必要とする人たちとのつきあい
方について、その症状を抱える人の行動を短所と
して捉えるのではなく、長所として捉えこると
で、接することが苦にならずにサポートできる。
症状を抱える人を変えるのではなく、
「自分たち
の考え方を変え、見守り、支援することが大切な
ことである。
」と訴えました。
どの意見も自分の素直な気持ちを表し、心から
沸き出た叫びでした。そして、人権問題に全校で
取り組んでいる八中生の素晴らしさに改めて心
を打たれました。中学生の意見や考えに圧倒され
るような文化発表会をもっともっと多くの方々
に見て聴いていただきたいと思いました。本当に
感動した一日でした。

新生徒会が発足しました
さらなる進化をめざして！
９月２７日、平成２９年度の生徒会役員選挙が行われ、
めでたく新生徒会本部役員会が発足しました。今年度は５
人定数のところ８人の候補者が出ました。「八中のために」
と立ち上がってくれた生徒たち。当選はならなかったもの
の、きっとこれからの八中のために大きな力となってくれ
ることでしょう。

立会い演説会の様子

平成２９年度生徒会役員
会長 ２年 内田 拓希
副会長 ２年 真島 榛亜 １年 荒川 真萌
書記
２年 宮岡 滉輔 １年 高橋明日香

新生徒会、地域で初仕事！
「鷺宮地区周辺まちづくり
検討協議会」に参加
１０月１７日（火）、発足して間もない
生徒会本部役員５人は、中野区都市政策室
主催による白鷺町会ふれあい館での「鷺宮
地区周辺まちづくり検討協議会」に参加し
ました。将来のまちづくりに向けて、中学
生の発想で自由な意見を求められました。
町会の皆さんが大勢お集まりの中、前に並
んで向き合う５人に対して、記者会見のご
とく質問が矢継ぎ早に飛んできました。し
かし、５人ともみな物怖じすることもなく、
それぞれに意見を述べていました。この町
に住みつつ様々な課題を考えながら生活し

協議会の様子

ていることがよくうかがえました。終わり

に貴重な意見を聞くことができたと会場の皆様が感動しされていました。さすが八中生徒会！とても誇
らしく思えました。

中学生理科研究発表会出場
１０月７日（土）午後、明治大学中野キャンパス
を会場にして、中野区中学校理科研究発表会が開催
されました。各校から代表１名ずつが発表する中、
本校からは２年植田 美優さんが出場しました。
発表テーマは「保冷・保温について」。保冷シート
とはどれくらい効果あるのだろうという素朴な疑問
から、様々な素材を使ってその効果の違いを研究し
たものでした。中野区立中学校教育研究会長賞を受賞しました。

上：発表会の様子

八中文化発表会

１０月１６日（月）、八中の二大行事の一つである文
化発表会を今年度もルネこだいら大ホールで開催しま
した。

当

１０月に入って天候が優れず、雨模様の天気が続き、
当日も冷たい雨が降っていました。しかし、そんな鬱
屈した気分を吹き飛ばすかのごとく、この発表会に向
けた八中生の集中力とや
る気が朝からみなぎって
いました。生徒による文
化祭実行委員会が掲げた
今年のスローガンは、
「響～十声十彩」。こ

全校意見発表会の様子

れは「一人ひとりが主役」

原稿なして発表する様子

という思いが込められたものでした。午前中は全校意見発表会。夏休
みに全校生徒に課せられた人権作文をもとに、休み明け各学級で全生
徒が意見発表を行いました。そ
こで各学級で最も優れた発表者
が学級の代表者としてこの場で
意見発表を行います。さすがに
よく練られた優れた内容ばかり
でした。さらに、口頭でそれを

全校合唱の様子

伝えるために、言葉に感情を込
め抑揚をつけ、自分の言葉とし
て伝えようとしていました。字面ではなく、訴えかける音声として届いた言葉は、聞き手の心に響く感
動的なものになっていました。
昼食後、午後の発表は合唱コンクールの
部。これまで何度も何度も学級ごとで練
習してきた成果を発表する場所。各学級
の実行委員、指揮者、伴奏者らが中心に
なって２曲を仕上げました。学年が上が
るにつれて難曲になり、音楽的な表現力

各学級の発表の様子

が高まっているのが感じとれるところが八中の優れた
ところ。３年の合唱を１年生、２年生が感動して聞き
入っていたのが印象的でした。

中野区中学校総合陸上大会

９月２６日、中野区中学校連合陸上競技大
会が都立駒沢オリンピック公園陸上競技場
で開催されました。今年度も優れた記録を
残してくれました。

ここまでやれる！ 八中生
以下８位までの入賞者です。

総合：男子８位

女子８位

男子共通８００ｍ１位 秋山 健斗くん
（２分１秒６７）
女子共通走高跳び１位 杉谷 華恵さん（１ｍ３１）
男子共通４００ｍ２位 縄野 陽輔くん （５８秒１９）
女子３年１００ｍ２位 角谷 和華さん（１４秒３１）
男子１年１５００ｍ３位 栗田 温大くん（５分０秒３２）
男子３年１１０ｍハードル４位 福永 陽介くん（１８秒４１）
女子３年１００ｍハードル４位 芳賀

鈴さん（１９秒３９）

女子１年４００ｍリレー４位（大瀧 悠奈さん、坂口 野乃子さん、
篠 実希香さん、長島 美波さん）（５９秒３７）
男子２年１００ｍハードル５位 佐藤

匠くん（２０秒２３）

男子共通高跳び５位 佐藤 颯くん（１ｍ４５）
女子１年１００ｍ５位 坂口 野乃子さん（１４秒９６）
女子共通砲丸投５位 蛭海 青さん（７ｍ２９）
男子２年１００ｍ６位 安斎 碧くん（１３秒０６）
男子３年走幅跳６位 小池 雅晴くん（５ｍ１８）
女子１年１００ハードル６位 篠 実希香さん（２０秒６４）
女子２年４００ｍリレー６位（小川 栞奈さん、河合 玲奈さん、
小池 莉羅さん、蛭海 青さん）（５８秒７３）
男子共通２００ｍ ７位 秋山 悠輔くん（２６秒６７）
女子２年１００ｍハードル７位 河合 玲奈さん（１９秒７９）
男子２年１５００ｍ８位 剣持 歩武くん（４分５９秒８７）
女子共通２００ｍ８位 若松 琴葉さん（３１秒８５）

競技場の前で集合写真

１１月 ４日（土）中野区中学校英語学芸会
１３：００－（野方ＷＩＺホール）
１１月 ５日（日）軽可搬ポンプ操法大会
９：００－１２：００
（江古田の森公園）
１１月 ７日（月）中野区中学校連合音楽会
１１月１１日（土）土曜学校公開日

１１月１１日（土）あいあいフェスティバル
１３：２０－吹奏楽部演奏参加
展示会参加
１１月１２日（日）あいあいフェスティバル
ボランティア参加 10:00１１月１５日（水）後期期中間考査１日目
（英語/理科/１・２年社会・３年保体）
１１月１６日（木）後期期中間考査２日目
（国語/１・２年数学/３年美術・技家）
１１月１７日（金）後期期中間考査３日目
（３年数学/音楽/社会）
１１月２１日（火）１年職場訪問
１１月２５日（土）７０周年記念式典

