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『 参加することに意義がある 』 

校長 田代 雅規 

 「参加することに意義がある」オリンピックの精神を謳ったフランスのピエール・ド・クーベル

タン氏の言葉です。今回はこの言葉について調べてみました。オリンピックの第１回は 1896 年に

アテネで行われました。当時は、世界中で植民地の争奪戦が激しさを増していた頃で、1893年には

ハワイ革命、1894年には日清戦争、1895年にはキューバ暴動などがありました。 

 そこで、スポーツを通して世界に平和を訴えるために古代オリンピック（古代ギリシャで行われ

た紀元前９世紀から紀元後４世紀のオリンピック）を復活させようという動きになりました。しか

し、各国は自国の威信をかけメダル争いに必死になりました。1908年の第４回ロンドンオリンピッ

クでは、綱引き競技において、アメリカチームが運動靴で参加しているにも関わらず、イギリスチ

ームがスパイクを履いて参加していたことで、アメリカチームは、試合をボイコットしました。こ

れが始まりとなり、陸上競技の 400Ｍの決勝はアメリカ人３人、イギリス人１人で行われましたが、

アメリカの選手がイギリスの選手を走路妨害したとして、失格という判定が下されました。２日後、

失格選手を除いて再レースをすることになりましたが、アメリカはこの判定を不服として、他の２

選手の出場をボイコットしました。その結果、決勝の再レースはイギリスの選手１人で走るという

前代未聞のレースになってしまいました。 

 このことを受け、アメリカ選手団に同行していた大司教のエチュルバード・タルボット氏は、イ

ギリスとアメリカの関係悪化を心配して、「オリンピックにおいて重要なのは勝利することよりむ

しろ参加したことであろう。」と話しました。そして、これを知った当時のＩＯＣ会長のクーベル

タン氏が、「オリンピックは、勝つことではなく、参加することに意義がある。この言葉は本質を

言い当てている。人生において重要なことは、成功することではなく、努力することである。根本

的なことは、征服したかどうかにあるのではなく、よく戦ったかどうかにある。」と言ったそうで

す。オリンピックの精神には、「より速く、より高く、より強く」という言葉もありますから、「参

加することに意義がある」という言葉は、参加さえすれば負けても良いということではなく、また

勝つためには何をしても良いということでもないと思います。参加し、そして勝つために正しく努

力するということなのだと思います。 

 いよいよ緑野中でも体育祭が近づいてきました。放課後おそくまで、クラス旗の制作や各団の応

援練習、学年種目の練習など、一丸となって練習に取り組んでいます。そこには、自己記録を更新

しよう、クラスで新記録を出そう、団のために全力を出し切ろうなどのさまざまな想いがあります。

仲間と共通の目標に向かって、一人一人が頑張っている姿はとても素晴らしいと思っています。  

体育祭では、「勝ち負けの結果ではなく、一人一人が努力しクラスや団が優勝するために最善を

尽くす。」ということを一人一人が意識して取り組んで欲しいと思います。 

平成 29年度の緑野中学校の体育祭は、「参加することに意義がある」です。 
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移動教室では、副校長がマメールによる実況報告を行いました。 

◆８時 47分 山中湖へ出発 

良い天気になりました。１年生 95名全員が参加できました。 

 ３台のバスに乗り、出発します。 

◆11時 20分 

  宿舎「スペランザ丸石」に到着しました。荷物を大広間に置き 

 食堂で昼食をとり、その後体育館でコミュニケーションゲームの 

 予定です。 

◆14時 25分 

  髙指山 1200ｍの頂上に全員で登りました。風が強いですが、 

 汗ばんだ体には、気持ちよく感じます。クラス毎に美しい富士山 

 と山中湖を背景に記念写真を撮りました。 

◆15時 25分 

  全員無事に下山できました。好天に恵まれスムーズな登山でした。バスの中では男子が元気で 

 逆に登山中は女子が賑やかでした。登山スタッフの方が、獣道の鹿の角跡などを説明してくださ

りみんな興味深くよく話を聞いていました。あっという間に頂上に着いた感じでした。 

◆18時 30分  

  入浴も 17 時からゆとりをもってできました。夕食は、生姜焼き、エビフライ、ポテトサラダ

とエビグラタンでした。食事係も自分の仕事をテキパキとこなし、食堂に集まるとみんな号令係

の指示で静かになり、すぐにいただきますになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜翌日＞ 

◆６時 40分 

  ６時 30 分に起床で、宿舎の前の広場に集まり、朝礼そし

て体操をしました。天気もよく、富士山を背景に記念写真も

撮りました。 

◆９時 45分 

  宿舎を出発し、今日午前中は河口湖に移動して体験学習

「河口湖クラフトパーク」に来ました。ガラスのコップに砂

で模様を描き焼き付ける工芸体験です。みんなあらかじめ用

意した図案を描き始めました。完成作品は土曜授業で展示し

ます。 

◆13時 50分 

  清水国明さん経営の「森と泉の楽園」に到着しました。こ

こでは、自然体験をします。火起こしから始めてバーベキュ

ーに挑戦します。マキもよく乾いていて、火起こしもどのグ

ループも上手にできました。肉も野菜も美味しくいただくこ

とができました。 

◆16時 04分 

  環状７号線に入りました。バスの中で生徒はＤＶＤ「モンスターズインク」を見ています。疲

れて寝ている生徒もいます。16時 15分に学校にバスは到着予定です。 

山中湖移動教室 ４月 19日・２０日 



 

■ ５月 12日（金） 生徒総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ５月 13日（土） セーフティ教室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ５月 17日（水）小中連携協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ５月 20日（土） 東山祭り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒会執行部の答弁 

ロジカル・キット 下田 太一さんの講演会 

１年生３クラスの道徳公開授業 

             平成 29 年度の生徒

会や各委員会の活動内

容や活動計画を決める

生徒総会が体育館で行

われました。緑野中学

校を良くしようと意欲

的な発言もたくさんあ

り、また参加 

している生徒全員の態度も非常に良く、 

とても有意義な総会となりました。 

             「スマホに潜む魔法

の正体」というテーマ

で昨年同様下田先生の

講演会を行いました。 

             後半は、保護者や地

域の方と一緒に家庭で

始めるケータイ指導に

ついて考えました。 

参加した保護者の方からもスマホの悪い使い方の 

例ではなく、良い点と悪い点を丁寧に紹介してい 

ただき考えさせられましたとの話がありました。 

             １回目の小中連携の

協議会が緑野中学校で

行われました。今年度

から平和の森小学校の

先生方も一緒に参加す

ることになりました。 

            １年生３クラスで道徳

の授業を行い、授業後 

には、岡田芳廣教授（早稲田大学）から小・中の 

道徳授業について指導・助言をいただきました。 

             東山高齢者会館での

東山祭りが行われまし

た。本校からは、地域

連携委員会・ボランテ

ィア部中心に 27 名の

参加がありました。 

             部活動が終わった後

に参加する生徒もいて 

担当の方からも中学生の力がとても大きかったと 

褒めていただきました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ掲示板 

 

【サッカー部】  ４月 15日（土）他     

 ◆中野区春季大会 

◆会場：緑野中学校他             

◇結果：グループリーグ３位                

 １回戦 ○ ３－２ ● 中野五中       

 ２回戦 ● ０－８ ○ 北中野中      

 ３回戦 ● ０－２ ○ 東大附属       

 

【女子バレー部】 ４月 16日（日）      

 ◆中野区春季大会 

◆会場：緑野中               

 ◇結果：予選リーグ敗退     

 １試合 ● ０－２ ○ 中野中 

 ２試合 ● ０－２ ○ 中野七中 

 ３試合 ● ０－２ ○ 中野四中 

 

【硬式テニス部】 ４月 17日（日）他 

 ◆第３ブロック大会 

 ◆会場：日大二中他 

 ◇結果 

 ＜シングルス＞ 

 ・倉辻 茉菜さん（３年） ２回戦進出 

 ・黒川 咲希さん（３年） ２回戦進出 

 ・遠藤  桃さん（３年） ３回戦進出 

 ＜ダブルス＞ 

 ・安斎さん・大河原さ んペア（３年） ２回戦進出 

・遠藤さん・倉辻さん ペ ア（３年） ３回戦進出 

 

【男子バスケット部】 ４月 16日（日） 

 ◆第３ブロック大会 

 ◆会場：東原中学校（杉並区） 

 ◇結果 

 １回戦 ● 61－65 ○ 東原中（杉並） 

  

【女子バスケット部】 ４月 16日（日）他 

◆第３ブロック大会 

 ◆会場：東原中、中村中（練馬区） 

 ◇結果 

 １回戦 ○ 47－45 ●  

光丘第一中（練馬） 

 ２回戦 ● 24－79  ○ 中村中（練馬） 

 

 

 

 

【野球部】  ４月 16日（日）     

 ◆中野区春季大会 

◆会場：緑野中学校              

◇結果：               

 １回戦 ● ４－７ ○ 富士中       

      

【バドミントン部】 ５月４日（木）他     

 ◆中野区春季大会 

◆会場：中野中学校              

◇結果 

＜男子団体＞               

  決勝トーナメント 第３位 

          ブロック大会出場 

 ＜シングルス＞ 

 ・中村 竜大君（３年） ベスト 16 

 ＜ダブルス＞ 

 ・吉川君・外角君ペア（３年） 準優勝 

ブロック大会出場 

 ・鵜飼君・佐藤君ペア（３年） 第３位 

 ・佐藤君・人見君ペア（２年） ベスト 16 

 ＜女子団体＞ 

  予選Ｂリーグ  第３位 

 ＜シングルス＞ 

 ・永島 楽響さん    （３年） ベスト 16 

 ＜ダブルス＞ 

 ・佐治さん・五十嵐さんペア（２年） ２回戦進出 

 

【陸上部】 ５月３日（月）・４日（火）     

 ◆第 54回 はちおうじＴ＆Ｆトライアル 

◆会場：上柚木陸上競技場            

◇結果： 

 永井 翔馬君（２年）1500ｍ 5分 15秒 80 

 三沢 琉央君（２年）110ｍＨ 19秒 62  

  下村 倫子さん（３年）四種競技  2041点・７位 

  安永 緋奈さん（２年）100ｍ 14秒 81 

  西  杏奈さん（２年）800ｍ ２分 37秒 36 

 

【美術部】 ５月７日（日） 

 ◆中野駅サンモール 

 ◇空中ギャラリー展示 

 

 

 

 

  

  


