幸手中学校だより

令和３年７月１日（木）発行
是 「全力は美なり」

校

学 校 教 育 目 標 「学び続ける生徒」「心豊かな生徒」「活力ある生徒」
目指す学校像 「自ら課題を求め、目標に向かって進んで努力する生徒が集う学校」
【生

徒

数】

１年 149名

２年 161名

３年 156名

合計 ４66名

「ひたむきに ただまっすぐに ゴールを目指して」
校長

島方

勝弘

６月１５日から３年生にとっては最後の大会になる運動部活動の学校総合体育大会が行われまし
た。コロナ禍で昨年から多くの活動制限のある中で、それぞれの会場で感染防止対策がとられ、会場
を増やしたり、１年生の引率なし、保護者の来場制限などが行われたりと例年にない大会となりまし
た。昨年度は大会自体が開かれず、代替試合が行われたことを思えば、一歩日常に戻ったのかなと
思える大会でした。私は教頭先生と分担して大会の様子を参観させていただきました。
どの会場も生徒の熱気を感じました。それぞれが集中し、しまった表情で試合に臨んでいました。生
徒の真剣なまなざしに触れる度に、運動部活動の意義と素晴らしさを実感します。勝利に向かってが
んばる姿勢、相手があることや試合ができることの喜びと感謝、自分の限界に挑戦する気持ち、チー
ムのために自分ができる最大限のこと・・・いろいろなことを考えながら生徒の姿を眼で追いかけてい
ました。
一番強く思ったことは、勉強もスポーツも結局は自分の気持ちが一番大事だということです。すべて
が自分との闘いだということです。人は日々自分の内なる弱さと戦っています。仲間、家族の応援をエ
ネルギーにして、自分の弱さと戦っているのです。でも、そのレベルにまだ達していない生徒もいます。
自分に正対せず、逃げてばかりの自分、言い訳ばかりで向上心がもてない自分、何をするにも人のせ
いにしてしまう自分・・・失敗をおそれるあまり、勝負できないでいる自分はいないでしょうか？
練習でできないことが試合でできるはずがありません。日々の授業も同じです。授業でわからなけれ
ば、テストでわかるはずがないからです。どんなゲームを目指すのか？ どんなプレーをしたいのかを
明確にし、そのための練習を日々することが勝つための練習です。得意なことは磨きをかけ、苦手なこ
とをなくしていく・・・どこまでできるか・・・だから自分との闘いなわけです。相手が優秀なプレーヤー
であればあるだけ自分の努力がためされます。すべては自分を高めるためにあるんだという気持ちが
重要です。「誰もわかってくれない。」と考えてしまうのはマイナス思考です。少なくても自分自身はわ
かっていることです。だから自分に活を入れることができるのも自分です。また、がんばった自分を褒
めてあげられるのも自分ということになります。勉強はできないよりもできた方がこの後の進路が開け
てきます。過日の放送朝会でもお話しましたが、学習のポイントは、
〇授業の復習を短時間でも家庭でしっかりやる。(10分以上で学力定着します。)
〇授業と同じで時間にけじめをつけること。始めと終わりを自分で決める。
（頭を切り換える。）
〇時計を気にして勉強する。集中して取り組む。（テストも時間との闘いです。習慣づけよう。）
〇時間で区切って勉強する。（だらだらしても効果なし。解答は見てもよし。）
〇繰り返し、理解するまで繰り返す。
（ココ重要！ 繰り返す力がある人が学力を伸ばします。）
〇小テストで理解を深める。友達に問題を出してもらう。数回繰り返す。（ココ重要！）
〇わからなくても嫌にならない。（あきらめない気持ちが大切です。わかるまでねばり強く！）
何回も読んで学習の仕方をマスターしてください。どんなことでも通用する王道だと思います。
ひたむきな幸中生は、きっと結果を残せるものと期待しています。「あなたはあなたが思うほど小さい
人間ではありません。これから大きくたくましくなる条件がつまった有望な人間なのですから。」

今年度の体育祭は感染予防、熱中症対策等、様々な
諸事情を考慮し計画され、学年別で実施されました。ど
の学年も練習の段階から力が入り、当日はその成果が
見られていました。競技する姿勢も立派でしたが、話を聞
く態度も素晴らしかったと幸手市教育委員会教育長山
西実様からもお言葉をいただきました。競技を終えた後
の充実感に溢れた表情がとても印象的でした。当日、ご
来校いただいた保護者の皆様、健康カードの提出等、ご
協力ありがとうございました。また、ＰＴＡの皆様、正門付
近の交通整理にご協力ありがとうございました。

▲長縄

▲選手宣誓

▲リレー

6月15日（火）より、学校総合体育大会地区予選
会が行われ、熱戦が繰り広げられました。3年生に
とっては最後の大会、チーム一丸となって「全力」
で取り組む姿はとても清々しく、幸中の校是を体で
表していたと思います。以下はその結果です。県大
会につながる部も出てきています。応援よろしくお
願いします。（※は県大会出場です）
□卓球女子
・シングルス 第1位 3年 三＊＊＊＊※
第3位 2年 大＊＊
・ダブルス
第3位 3年 小＊＊・栗＊ペア
□卓球男子
・団体 優勝※
・シングルス 第1位 3年 佐＊＊＊＊※
第2位 3年 中＊＊＊※
□バスケットボール女子 第2位
□ソフトテニス女子団体 第2位※ 島＊・皆＊ペア第2位※
□新体操 個人総合第5位 リボン第2位 1年 竹＊＊＊＊※
□陸上（男子）
・1年100m 第1位 宮＊＊＊※ ・2年100m 第1位 田＊＊＊※
・共通200m 第1位 田＊＊＊※ 第2位 宮＊＊＊※
・共通400m 第1位 武＊＊＊※ ・共通1500m 第1位 髙＊＊＊※
・共通800m 第1位 髙＊＊＊
第2位 田＊＊＊※
・共通3000m 第1位 前＊＊＊※
・共通男子4×100ｍR 第1位 幸手中学校※
□陸上（女子）
・2年100ｍ・共通200m 第1位 鈴＊＊＊※
・1年800ｍ 第1位 今＊＊※ 第2位 増＊＊＊※
・共通800ｍ 第1位 吉＊＊※ ・共通100ｍH 第1位 會＊＊＊※
・共通女子4×100ｍR 第1位 幸手中学校※
□陸上（通信・男子）
・1年100ｍ 第1位 宮＊＊＊※・2年100ｍ 第1位 田＊＊＊※
・3年100ｍ 第1位 橋＊＊＊ ・共通400ｍ 第1位 武＊＊＊※
・共通200ｍ 第1位 宮＊＊＊ 第2位 田＊＊＊
・共通800ｍ 第1位 前＊＊＊ ・共通1500ｍ 第1位 髙＊＊＊※
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学総大会地区予選（バドミントン）
学総大会地区予選（バドミントン）

部活動・諸活動なしの日
県大会壮行会

安全点検日

教育支援担当・学力向上推進担当訪問

表彰朝礼
部活動・諸活動なしの日
専門委員会 給食終了

大掃除
1学期終業式
夏季休業日 全校三者面談①
祝 海の日
祝 スポーツの日
全校三者面談②
全校三者面談③
全校三者面談④
全校三者面談⑤

・共通3000ｍ 第1位 前＊＊＊
・共通走幅跳 第1位 武＊＊＊※
・共通砲丸投 第1位
上＊＊＊＊※
・共通男子4×100ｍ 第1位 幸手中学校※
□陸上（通信・女子）
・2年100ｍ、200ｍ 第1位 鈴＊＊＊※
・共通800ｍ 第1位 吉＊＊※
・共通女子4×100ｍR 第1位 幸手中学校※
□水泳
・100mバタフライ 1年 増＊＊＊※
・200mバタフライ 1年 小＊＊＊※ 増＊＊＊※
・100m、200m平泳ぎ 2年 澤＊＊＊※
・200m背泳ぎ
3年 間＊＊＊※
○平和の作文
・最優秀賞 3年 野＊＊＊
・入選 3年 中＊＊＊ 會＊＊＊ 今＊＊＊
・佳作 3年 津＊＊＊ 吉＊＊＊ 伊＊＊ 山＊＊＊
武＊＊＊ 金＊＊＊＊
○人権作文 感謝状 3年 津＊＊＊

