
 

｢勤労｣を考える 
２学期も後半になりましたが、生徒の皆さんは、授業に部活動に学校行事に熱心に取り組んで

います。その成果は、樹木の年輪のように外側からは見えませんが、皆さんをしっかり支える幹

になっているにちがいありません。 

さて、今月２３日は｢勤労感謝の日｣です。その趣旨は、｢勤労をたっとび、生産を祝い、国民た

がいに感謝しあう｣（国民の祝日に関する法律より）です。 

｢勤労｣というと、お金をもらう仕事のことだと思っている人もいるかもしれません。しかし、｢勤

労｣を辞書で調べますと次のような意味が書かれています。 

①心身を働かせて仕事に励むこと。 

②報酬を得て、定められた仕事をすること。 

①の意味では、お金をいただくために働く仕事だけでなく、お金をもらわない仕事も勤労に含

まれます。 

さて、学校生活では、清掃や給食の準備や片付け、授業の連絡、生徒会活動など、様々な仕事(勤

労)があります。そしてそれらは、係として分担しているものがほとんどです。 

チームで行うスポーツを例に仕事を考えてみましょう。バレーボールには、役割があります。

トスをあげるセッター、レシーブ専門のリベロ、攻撃を受け持つアタッカーなど様々な役割があ

ります。そのポジションでなければできない役割をそれぞれのメンバーが分担するわけです。仕

事も同じです。働くことを通じて、私たちは社会の中で自分の役割やポジションをしっかりと担

っているのです。仕事をして学ぶことは、どんなことでしょう。自分がやりきらなければ、全体

が終わりませんので、責任を果たすことを学びます。限られた時間で終わらせるためには、段取

りも必要です。先を予測しながら物事を進めていくという力も身に付くことでしょう。 

｢働く｣を｢はた(傍)をらく(楽)にする｣と読みかえることもあります。“はた”とは、そばにい

る人の意味で、「はたらく＝周囲の人(級友や家族など)を楽にする」という意味になります。学

校でも家庭でも、自分が働くと同時に、勤労についてお互いに感謝し合いたいものです。 

（校長 田中健寿） 

＊11月18日(土)に環境整備が行われます。毎年多くの方にご参加いただき、普段ではできないよ

うな高い樹木の伐採、その樹木のチップ処理等を行っています。生徒が安全に通学、活動がで

きるようご協力をお願い致します。 

 新生徒会本部 活動スタート   生徒会長 : 酒井 怜   

副会長 : 安路賀  英奈・村中 龍之介  書記 :  網本 風月・岩本  悠・金子  茉季 

 10 月 6 日（金）に学級委員等任命式が行われ、正式に新生徒会としての活動がスター

トしました。旧本部役員のみなさんは、よりよい広島中学校を創り上げるための様々な

活動の中心となって頑張ってくれました。新本部役員のみなさんも、良き伝統は引き継

ぎ、学校生活が充実していくようリーダーとして頑張ってください。 

専門委員長 学級委員会：３年  千杷 拓也 ２年  森川 歩 １年 青山 竜大 

生活：渡邉 碧人  保健：荻野 真桜  体育：紀 武瑠  安全美化：平田 雄勢 

情報：永友 陸   図書：木村 愛由菜 給食：芳賀 千春  
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ふれあい講演会  御菓子司 いのうえ 代表 井上 幸彦様 

講演会では、「自分の夢を諦めないで、始めからできなくても少しずつで

きていければいい」「人として、相手のことを考えて細かい気遣いのでき

ること、相手のことを考えて仕事することが大切」「何年も努力すること

が大切、自信なんて持たずに人の良いところできていることを真似するこ

とから始めて、まずは 3 年間我慢すること」など、生徒が将来を考えるうえで大切なことをお話ししてくれ

ました。ありがとうございました。 

新人戦県大会出場 サッカー部・男女テニス部 

○ソフトテニス女子団体戦優勝：11月 4日彩の国くまがやドーム 

  個人戦 2位  浅田 ひなた  谷口 寛乃 

  個人戦 3位  冨賀 美弥  橋本 和香菜 

○ソフトテニス男子団体戦優勝 

個人戦優勝  上之段 陽太  関 公亮 

 個人戦 3位  グエン･コック･ベト  桑原 可悟 

○サッカー埼葛代表決定戦優勝：11月 8日与野八王子グラウンド 

その他地区予選会の結果・表彰  

○女子バレーボール部 3位   女子バスケットボール部 3位 

○平成 29年度町内読書感想文コンクール  

優秀賞：黒澤 溫太 村中 あみ 

 優良賞：和泉 花歩 グエン･コック･ベト 

○埼玉県科学教育振興展覧会埼葛地区展覧会  

金賞 植原有希乃 「長く舞う花吹雪をつくろう」  

○産振北葛支部中学校技術家庭科生徒研究発表会並びに発明創意くふう展 

 優良賞：岩田 峻 浅田 ひなた 岩本 悠 折原 正悟  

網本 風月 三浦 妃陽 

○北葛飾郡中学校駅伝競走大会  

男子Ａチーム 5位 Ｂチーム 6位 

 女子Ａチーム 5位 Ｂチーム 8位 

  3区区間賞  髙松 陸   

4区第 3位  岩田 峻  5区第 3位  石島 文哉 

○子ども人権メッセージ：県内児童生徒 31万人から選ばれました  

優秀賞 山﨑 紫乃  「咲かそうよ 一人一人の 違う種」 

素晴らしい合唱祭 「音吐朗々～ひとりVoiceはみんなのChorus」 

どのクラスも練習に励み、交流会も盛んに行い、お互いの合唱を

高め合いながらこの日を迎えています。歌詞の意味をクラスで考

えたり話し合いを何度もして工夫したりして、各クラス、学年で

作り上げてきた合唱です。日々の「一生懸命」や「本気の取り組

み」といった合唱祭までの過程が、生徒一人一人をより一層輝か

せています。輝いた表情で歌う広島中合唱祭をお楽しみください。 

＊2，3年最優秀賞クラスと吹奏楽部は 11月 2日(木)に杉戸中学     

校で行われる「杉戸町音楽会」に出場します。後日出場クラス、  

吹奏楽部のご家庭には案内等を配布します。 

 

 

 

 

                            

11 月 の 予 定 

 日 曜 行事 

1 水 彩の国教育週間 3年進路学習会 

2 木 町音楽会              学校 

3 金 文化の日 

4 土 テニス県大会          

5 日 テニス県大会 

6 月 テニス県大会         公開 

7 火 
テニス県大会   三者面談 3456

交通安全指導 

8 水 サッカー県大会  三者面談 1246 

9 木 
３年埼葛地区学力検査 

2年体験学習 

10 金 
三者面談 1234 

杉戸町交流レクレーション大会 

11 土 吹奏楽部アンサンブルコンテスト 

12 日 
 

13 月 三者面談 1234  受験用写真 

14 火 県民の日 

15 水 三者面談 3456 

16 木 基礎確認テスト国語 生徒会朝会 

17 金 基礎確認テスト数学 

18 土 校内環境整備日 

19 日      

20 月 3年期末テスト 1日目 

21 火 
3年期末テスト２日目＋５６ 

ふれあいデー 

22 水 全校朝会 

23 木 勤労感謝の日 

24 金 専門委員会 

25 土 
 

26 日   

27 月 区長と学校との連絡会 

28 火 
 

29 水 1，2年期末テスト 1日目 4時間 

30 水 1，2年期末テスト+５６ 


