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「逆境を乗り切る力」 
 

副校長 佐藤 孝男 

 

先月、東京・両国国技館で行われた大相撲秋場所で優勝を飾った大関・豪栄道のことは記憶

に新しい出来事です。 

７月に行われた名古屋場所では７勝８敗と負け越したため、この秋場所で８勝以上しなけれ

ば、大関という地位から陥落してしまう「角番大関（かどばんおおぜき）」として臨んだ大事

な場所でした。 

大関としての成績は、１場所平均約８．３勝という数字で、どの場所もかろうじて勝ち越し

ていると言うことになります。そんなもう後の無い状態にも関わらず、なんと全勝優勝を果た

したのです。 

大関・豪栄道は優勝後のインタビューで「１つ結果を残せたけど、これで終わるとまた“ダ

メ大関”と呼ばれますから。これからが大事ですね」とコメントしています。豪栄道が１１月

に福岡で行われる九州場所で優勝をすれば、横綱への道も開けてきます。 

さて、誰にでも困難な場面に遭遇したり、なんとかしなければならない状況を体験したりす

ることがあると思います。状況は様々でしょうが、そんなときこそ最後まで諦めない、粘り強

さが必要です。 

どんなに頑張っても結果が出せないこともあるでしょう。自分の思うようにいかないことも

あります。ただ、最初から無理だと思って力を出さずに終わるより、歯を食いしばってでも困

難な状況を変えようとする強い意志と行動を起こすことで、一筋の光が見えることがあるはず

です。 

２週間前に行われた陸上競技記録会でも、そんな光景を思わせる場面がありました。今まで

の記録に並んだり、大会新記録を出したりと生徒一人一人がよく頑張り、自分の記録を更新し

て笑顔の人も多かったようです。また、自分が思った以上に記録が出せずに落ち込んでいる人

や痛めた体をかばいながら競技して、本来の力を出し切れずに終わった人もいました。でも、

みんなの頑張りは伝わりました。 

悔しさに涙する姿は、今まで一生懸命努力してきた証であ

り、強い意志がさらに膨らんでいくことにつながります。 

３年生にとっては最後の記録会となりましたが、これからも

自分を試す様々な機会や険しい状況が待っています。１、２

年生も中学校生活で自分を試し、また試される場面が数多く

あります。今しかできないこと、今やらなければいけないこ

とに自分から突き進んでください。そして簡単には諦めない

「逆境を乗り切る力」を培ってください。 

 

 

八丈町立富士中学校 平成２８年１０月１７日  第６号 

◇ 学校教育目標 ◇ 

自ら進んで学ぶ生徒 

人や自然を愛する生徒 

健康でねばり強い生徒 
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1位～3位 ★新記録 

      ☆タイ記録 

 

  

自己ベストを目指して取り組んだ陸上記録会 

 今年も陸上記録会に向けて、全校生徒で練習を行いました。記録会１０日前から、休日や平日の

放課後を使って約９０名の生徒たちが自己ベストを目指して一生懸命走る姿が見られました。一

人ではできないようなハードなメニューも仲間や先生たちと笑顔で取り組む姿にとても好感が持

てました。大会当日では、開会式の入場行進から素晴らしいチームワークを発揮し、競技も最後ま

で諦めず、必死に競技する姿が見られました。 

 今年も富士中生の素敵なところが沢山見られる陸上記録会でした。生徒の皆さん、お疲れさまで

した。また、温かい声援を送ってくださった保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。                          

（体育科 西村栄一朗）  

100ｍ女子 
１年 １位 団村しおん  １５″４ 
   ２位 小宮山乃咲  １５″８ 
   ２位 濱野日茉莉  １５″８ 
２年 ３位 明石美空   １５″２ 
３年 １位 小宮山久瑠美 １４″５ 
   ２位 菊池美玖   １５″１ 
   ３位 浅沼優花   １５″４ 
100ｍ男子 
２年 １位 石橋爽    １２″６ 
   ３位 沖山円満   １３″３ 
３年 ３位 佐々木大翔  １３″０ 

女子 800ｍ 
１年 １位 団村しおん  ３’０１″１ 
   ２位 山丸法子   ３’０５″３ 
   ３位 小宮山乃咲  ３’０７″３ 
２年 １位 淺沼美羽   ２’４９″６ 

 ２位 平井さよ   ２’５７″９ 
３年 ２位 小宮山久瑠美 ２’４８″６ 
男子 1500ｍ 
１年 ３位 沖山瑳亮   ５’３２″５ 
２年 １位 菊池颯    ４’５８″３ 
   ２位 沖山円満   ５’０３″０ 
   ３位 石橋爽    ５’１０″２ 
３年 ２位 草刈礁    ５’１０″４ 

女子 走幅跳 
１年 １位 木村夏音   ３ｍ４５ 
   ３位 濱野日茉莉  ３ｍ２１ 
２年 １位 山岸南美   ３ｍ７７☆ 

 ２位 明石美空   ３ｍ７１ 
   ３位 菊池萌々子  ３ｍ５７ 
３年 １位 小宮山久瑠美 ４ｍ１６★ 

３位 淺沼奈生   ３ｍ４０ 
男子 1500ｍ 
２年 １位 石橋爽    ４ｍ８５★ 
   ２位 沖山円満   ４ｍ８１☆ 
３年 ３位 駒澤海    ４ｍ７２ 

女子 走高跳 
１年 ２位 片野葉月   １ｍ１０ 
２年 ２位 渡邉真唯   １ｍ１０ 
３年 １位 浅沼優花   １ｍ２５ 
男子 走高跳 
２年 ２位 山下佳也   １ｍ４５ 
３年 １位 松本卓也   １ｍ３５ 

４×１００ｍリレー 
１年女子 １位 小宮山乃咲・髙橋明・高橋愛凜咲・団村しおん ６２″６ 
  男子 ２位 浅沼重暉・沖山瑳亮・早川友暉・山下勝    ６０″０ 
２年女子 １位 明石美空・淺沼美羽・菊池萌々子・山岸南美  ６１″８ 
  男子 １位 浅沼盛明・石橋爽・沖山円満・山下詩月    ５３″７★ 
３年女子 １位 淺沼奈生・浅沼優花・菊池美玖・小宮山久瑠美 ６０″５★ 
  男子 １位 朝比奈綺侍・草刈礁・佐々木大翔・松本卓也  ５３″７ 
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文京区民オーケストラのみなさんが来

島してくださり、９月２３日に『オーケ

ストラ鑑賞教室』が行われました。また

２４日の一般公演では、吹奏楽部のメン

バーが交響詩や「八丈町歌」をオーケストラのみなさんと一緒に演奏しました。島内でオーケストラの響

きを楽しめる機会は少なく、生徒たちにとって大変貴重な経験となりました。 

生徒の感想より 

♪オーケストラは、弦楽器・管楽器・打楽器が重なり合い１つの曲を作り上げていて、すごいと感じまし

た。たくさんの楽器とたくさんの人で協力して演奏し、とても息があっていて感動しました。 

♪映像で見るのと違い、実際に見るととても迫力があり凄かったです。曲一つ一つに込められた意味を知

って聴くことで、また違った視点で曲を感じることができました。 

♪私は「通りゃんせ」が印象に残りました。ヴァイオリンで風の音、トロンボーンで車の音を再現してい

て鳥肌が立ちました。オーケストラの曲はそれぞれの楽器の良いところを必ず１回は出しているように

感じました。これからは音楽を聴く時に、どんな楽器がどんな音を出しているのか考えていきたいです。 

♪私は、チェロやコントラバスに興味があって楽しみでしたが、実際に見るとすごくかっこ良くて、チェ

ロは紳士的な感じで、コントラバスはかっこいい女性な感じでした。ラジオやテレビで聴くのとは全く

違い、強弱や各楽器の音がより鮮明に聞こえて、すごく贅沢な気分だったし、いい経験をしたなと思い

ました。 

理科ノートコンテストは自分が興味を持った事を自分の力で調べ、見やすくまとめるためのコンテ
ストです。どの学年も授業内容を深めたり自分の興味のあることを調べたり、わかりやすく工夫して
まとめてある作品が多かったです。４名の受賞作品以外にも、興味深いレポートがたくさんありまし
た。今後も身近にある事物現象について授業内容と関連付けたり、疑問に思ったことを調べたりして、
理科力を高めてほしいと思います。                        （川畑喜照） 
 

グランプリ 
 ２年 淺沼 唯紬「人間が生きていける最少エネルギーについて」 
優秀賞 

 １年 早川 友暉「自分の興味がある野菜は、全てしっかり水を吸うか」 
 ２年 石橋 爽「炭水化物はなぜ太るのか」 
 ３年 朝比奈綺侍「花と虫の関係」 

英語ノートコンテスト 

英語は、夏休みの宿題としてノートコンテストを行いました。各学年の課題は、1学年、1学期の内
容の復習、2学年「夏休み日記」、3学年「修学旅行記」です。 
 提出作品の中で、各学年 4名が選出され、その中で 4名が受賞しました。受賞者の作品は２Ｆの学
習室前に掲示をしてあります。ノート作りの参考にしてほしいと思います。     （甘利朋子） 

 
グランプリ：3年 淺沼 柊人 
優秀賞：1年 早川 友暉  2年 石橋 爽   3年 朝比奈 綺侍 
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 ９月２７日（火）に生徒会役員選挙の立会演説会が行われました。この選挙に向けて、ポスター作成や
朝の選挙運動などでクラスの仲間や部活動の仲間が全面的に協力をしてくれたことが本当に素晴らしいと
感じました。その思いを背負い、立候補者の４人は堂々とした演説を聞かせてくれました。応援演説者も
立候補者のために声をふりしぼりました。投票を経て、４人の新生徒会役員が選出されました。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                   

会長           副会長          書記          書記 
平井 さよさん(2A)     髙橋 龍日くん(1A)    菊池 星奈さん(2A)   浅沼 華さん(1A) 

 10月からの生徒会活動も、この4人を中心に新体制になります。生徒会役員だけではなく、生徒1人1
人が生徒会の一員として、富士中学校をさらによい学校にしていくために、積極的に生徒会活動に参加し
ましょう。今後の生徒会活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。（生徒会担当：小川） 

 

 

 

１１月５日（土）９時４５分から八丈町庁舎 多目的ホールおじゃれにて合唱コンクールを開催いたします。
今年のスローガン「完全熱唱 ～空まで響け 富士の歌声

こ え

～」のもと、生徒たちは練習に取り組んでいま
す。一人一人が練習してきた力を全て出し切り、その一人一人の歌声が１つとなり富士中の歌声として空
まで響き渡る…そんな本番を目指し頑張ります。ぜひご来場ください。 （合唱コンクール担当 柴山） 

１１月の主な予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ホームページをリニューアルしました。どうぞご覧ください。 

実行委員 指揮者 伴奏者 パートリーダー 

髙橋黄凱・小宮山乃咲・濱野日茉莉 
髙橋明 

片野葉月 

木村夏音 

山本麻由 
田村澪・団村しおん・𠮷川亮 

岡野海斗・勝又琳・堀真緒 
長谷川玲那 

淺沼健 

菊池風香 

石橋爽 
菊地風花・淺沼唯紬・大﨑竣介 

朝比奈綺侍・佐々木夏鈴・深水悠里 
淺沼奈生 

佐々木大翔 

菊池美玖 

浅沼優花 
小宮山久瑠美・玉置琉琳・淺沼柊人 

１１月 1日（火） 合唱コンリハーサル 

１１月 ５日（土） 合唱コンクール 

１１月１１日（金） 体験学習（2年） 

          宿泊学習（通級） 

11月２０日（日） 駅伝大会 

富士中学校ホームページ http://www.hachijomachi-tky.ed.jp/fujichu/ 

１１月14日（月）～１９日（土） 

学校公開 

１１月15日（火） しゃべりにおじゃれ 

１１月１６日（水） 子ども議会 

１１月１９日（土） 土曜参観 道徳授業地区公開講座 

          道徳授業地区公開講座 


