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 新年を迎えて（基礎基本を大切に） 
 

明けましておめでとうございます。新しい年を迎え、新たな目標を決めた生徒も多いことと

思います。また、保護者・地域の皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。今年

が皆様にとりまして、幸多い一年となりますことを祈念いたします。 

さて、正月は、歌舞伎、華道、茶道、書道(書きぞめ) 剣道等の元旦稽古など、古来の文化

に関わるものに町中やテレビ等で触れたり、目にしたりする機会が増えたと思います。伝統芸

能や武道で語り継がれている言葉に、｢守破離(しゅはり)｣があります。これは、道を極めよう

とするときの成長過程をあらわした言葉

です。 

 ｢守｣は、基本の｢型｣を身につける段階

です。｢型｣とは、先人たちが道を極めてい

くうえで、最もうまくいく方法を長年に渡

って積み上げてきたノウハウです。人の話

を聞き、決められた型や教えを守って、そ

れを繰り返して基本を習得する段階です。｢破｣は、｢守｣で身につけた基礎基本に自分なりの工

夫を加えて、徐々に｢型｣を破り発展させていく段階です。｢離｣は、｢型｣を離れて、よりよいも

のをつくり出す(創造する)段階です。ただし、いきなり｢破｣｢離｣を目指しても、うまくいくこ

とはほとんどありません。たとえば、基礎基本なしにノーベル賞を受賞するような研究はでき

ません。 

これらを皆さんの学校生活に例えて考えてみましょう。中学生という時期は、人としての基

礎基本を学ぶ｢守｣の時期だと思います。学習でも部活動でも、徹底して基礎基本を学び身につ

ける時期ということです。この｢守｣の時期に、将来に必要な知識や技能、人としての心のあり

方などをしっかりと身につけて欲しいと思います。 

３学期は短い期間ですが、学年のまとめの学期となります。特に３年生にとっては、卒業・

進学という大きな人生の節目を迎えようとしています。１・２年生にとっても、次学年に向け

て力を伸ばすときです。生徒一人一人が、自分の夢や目標実現に向かって、チャレンジするこ

とを期待します。 

かぜやインフルエンザ、感染性胃腸炎などが流行する季節です。健康管理には、十分注意し

て冬を乗り切りましょう。 

 

※１月８日発行のため、地域の皆様には１ヶ月遅れで配布されるかと存じますが、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。              （校長   田中健寿） 

区長と学校との連絡会 

 11月 25日（火）日頃からお世話になっている地域の区長さんと学校との連絡会が開かれました。今

年度の教育活動について概要の説明の後、ご意見やご感想を頂きました。また、生徒の授業の様子や給

食も試食して頂きました。今後も広島中学校の教育活動の充実のためによろしくお願いいたします。 

守破離 



広島中学校の誇りはみんなの一生懸命な姿です 

～2014年も頑張りました～ 

 2 学期の終業式までにたくさんの表彰がありました。昨年も広島

中学校の生徒たちは様々な事に「全力」で取り組んできました。そ

の一生懸命な姿は広島中学校の誇りです。2015年もひとりひとりが

輝くことを期待しています。 

○中学生の「税の標語」税務署長賞 飯岡 花琳 

○中学生の「税についての作文」 

春日部税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞 鈴木 梨沙 

○平成２６年度人権に関する作文  

優秀賞  坂本 乃亜・小林 蒼・武井 颯太 

○平成２６年度人権に関する標語  

優秀賞 濱田 明晴  優良賞 飯塚 萌凪・佐村 洸太 

○平成 26 年度第 49 回郷土を描く児童生徒美術展 入選 

黒澤 奈音・金子 栞・佐藤 野乃花・飯塚 南菜美・鈴木 綾夏  

寺岡 知畝・横川 遥香・奥山 藍・濵田 琴音・濵津 実悠 

○身体障害者福祉のための第 56 回埼玉県児童生徒美術展 入選 

 濵田 琴音・濵津 実悠 

○平成 26 年度杉戸町児童生徒美術展   

平面の部 金賞 篠崎 ひなの・金子 栞 

銀賞 長谷川 柊稀・岡安 明日香・  

武井 杏奈・濵津 実悠 

 入選 神田 瞳・青木 萌香・佐藤 野乃花   

泰樂 萌々香・鈴木 綾夏 

 立体の部 金賞 中島 知星・勝岡 直大 

 銀賞 白石 恭子・風見 優羽・中村 志人・木口 亜紀 

 入選 保泉 賢吾・染谷 みほ・髙松 晃誠・黒澤 奈音・和佐田 良輔 

○第２回世界ジュニアソフトテニス大会 

シングルス優勝・ダブルス優勝  林田 リコ 

○平成２６年度杉戸町表彰  林田 リコ・加藤 杏佳 

○埼玉県児童・生徒発明創意くふう展 優良賞 稲葉 優花 

○第 58 回 JA 共済小中学生書道コンクール金賞  村田 優希 

○平成 26 年度第 2 学期杉戸町善行賞  岡田 雄太郎 

○中学生マンガ・イラスト 2014 学校協力賞  美術部 

 

校内書きぞめ展～書道は芸術～ 

  12 月 17・18 日校内書きぞめ展が開かれました。真剣に取り組んだ作品は力作ぞろいでした。選手に選ば

れた生徒の作品は 1月 17・18日に開催される町展（カルスタすぎと）に出品されます。 

入賞（町展出品者）内山 綾子・金子 栞・佐藤 野乃花・牛尾 優太・鈴木 綾夏・武井 有実香・奥山 藍・

勝岡 直大・鈴木 早苗・山本 早希・青木 萌香・飯塚 衣里奈・金子 莉沙・篠崎 ひなの・藤井 弥夢・ 

青木 穂乃花・稲葉 優花・染谷 みほ・中島 知星・三浦 茉奈・中村 志人・冨澤 未来･五十嵐 月･折原 真央

神田 瞳・木嶋 茜莉・小沼 樹里・篠崎 花・鳥塚 恵・古澤 脩斗・長嶺 果央・林 美希・村田 優希 

入賞 木口 亜紀・小林 紅之輔・佐村 洸太・林田 リコ・間中 彩稀・富樫 萌恵子・山本 歩果・小林 蒼・

栗田 みさと・武井 杏奈・網本 彩音・石島 蒼人・

豊田 さくら・山崎 朋也・会田 竜馬・長島 れあ 

第 33 回「なかよし作品展」の開催のお知らせ 

杉戸町教育研究会主催の「なかよし作品展」が 1 月

31 日（土）2 月 1 日（日）杉戸町西公民館で開催さ

れます。 

1 月 の 予 定 

 日 曜 行事 

1 木      

2 金 
 

3 土 
 

4 日 
 

5 月 
 

6 火 
 

7 水 
 

8 木 始業式 検証テスト（英語） 

9 金 給食開始 専門委員会 

10 土 
 

11 日 
 

12 月 成人の日 

13 火 
 

14 水 交通安全指導 幼稚園訪問（2-2） 

15 木 
 

16 金 生徒会朝会 

17 土 町内書き初め展（カルスタすぎと） 

18 日 町内書き初め展（カルスタすぎと） 

19 月 
 

20 火 1年スキー教室 

21 水 1年スキー教室 

22 木 
1年スキー教室 

県内私立高校受験中心日 

23 金 県内私立高校受験中心日 

24 土 
 

25 日 
 

26 月 
 

27 火 水曜授業 幼稚園訪問（2-1） 

28 水 火曜授業 

29 木 
 

30 金 全校朝会 

31 土 
 


