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『フェアプレー』 

校長 田代 雅規 

 いよいよ、緑野中学校の体育祭が近づいてきました。どの団もクラス

も色別優勝や学年優勝を目指して頑張っています。３年生は中学校生活

最後の体育祭ということで、特に気合が入っているようです。 

体育祭には、勝ち負けがあり、ルールがあります。勝つことだけにこ

だわりすぎるとルールを無視しても勝ちたいということになります。 

 サッカーの世界で初代のバロンドール賞に輝いたスタンリー・マシュ

ーズという選手がいます。イングランドのサッカー史上に残るウイング

の名選手、「ドリブルの魔術師」で、彼が得意としたフェイントは、「マ

シューズ」と呼ばれ、今もドリブルの基本技の一つとして受け継がれて

いると言います。喫煙・飲酒を控えるのはもちろん、菜食をこころがけ、毎朝６時に起きてトレー

ニングを行い、徹底した体調管理で 50 歳まで現役を続けました。マシューズ選手は、7000 試合と

いわれる出場試合の中で、ただの一度も警告やそれに類するラフプレーをしなかったと言われる本

物の紳士で、引退したときには、エリザベス女王から「サー」の称号を与えられました。当時記者

からフェアプレーについて聞かれると、「なぜ、そんな当たり前のことを聞くの、サッカーに本当

はレフェリーなんて必要ないし、ルールはルールなのだから」と話したと言います。 

さらに、マシューズ選手は、「子どもの頃のサッカーには、レフェリーなんて必要なかった。ル

ールは全部自分たちで決めていた。子どもの頃は、ルールを守ろうという特別な意識はなかったし、

遊びながらやるサッカーが全てを教えてくれた。」と話しました。そして、誰からともなくはじめ

た校庭のサッカーは、不思議なものでレフェリーがいないのに、なぜかみんなの中に『決まりごと』

ができて、自然に不公平にならない独自のルールができたと言います。校庭の形に合わせて特別ル

ールをつくったり、場所が狭くてゴールが 1つしかなかったら、ハーフコートの交代制になったり、

みんなで何とか楽しくできる方法を探し、それがルールになったと言います。ルールがなければ、

サッカーは成立しないし、レフェリーがいるからルールを守るわけではない、このことはどんなに

サッカーが進化しても技術的にも身体的に激しさを極めたとしても変わることのないたった一つ

の真実だと言います。レフェリーが見ていないから、ルールを破ってもよいということは、絶対に

有り得ないということです。サッカーの王様ペレ選手も「マシューズは、すべてのサッカー選手の

お手本となる名選手」と言っています。マシューズ選手にとって、フェアプレーは特別なことでは

なく、サッカーを愛し、プレーをし続けていくためには、ごく自然な行動なのだと思います。 

最近ニュースで、日本大学と関西学院大学のアメリカンフットボールの話題が連日報じられてい

ます。土曜日は体育祭です。緑野中の生徒には、最後まで勝つことを諦めず、そして、最後までフ

ェアプレーを貫き通して欲しいと思っています。楽しみにしています。 
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■ ５月 ２日（水） 離任式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ５月 11日（金） 生徒総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ５月 1２日（土） セーフティ教室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆学校公開５月・保護者アンケートより 

○エレベーターを自由に使わせていただき、校内をとても動き易くなりました。また、以前に比べ 

 て壁の掲示物（生徒会等）がとても綺麗になったと思います。授業では、電子黒板が各教室にあ 

 り、活用されているのに驚きました。授業で生徒がタブレットを活用していましたが、立ち上げ

の時に時間がかかり、ちょっと不便な部分もありました。学校生活の様子は、毎日発行されてい

る学年や学級のおたよりで詳しく分かり、毎日楽しみに読んでいます。学校公開でも教科ごとに

内容説明のプリントもあり、先生方の熱意を感じました。         （１年・保護者） 

○久しぶりに学校に来て見て、益々子どもたちが、授業に熱心に取り組んでいる姿に安心と嬉しさ

を感じました。教室も整理されていて、日々真面目に学校生活を送っていることを感じ嬉しく思

いました。オープンキャンパスのポスターは、今年度初めて作成されたのでしょうか。子どもた

ちの活発な様子が伺えて、大変良いポスターだと思いました。今後とも子どもたちのご指導よろ

しくお願いします。                          （３年・保護者） 

ロジカル・キット 下田 太一さん 

             昨年まで、緑野中で

お世話になった先生方

とのお別れの会があり

ました。去られた先生

全員から緑野中を離れ

てみて、緑野中の先生

と生徒の関係が非常に

良かったことを改めて

感じましたとの話があ

りました。 

スマホを持つ中学生とスマホを持たせる保護者の方に、そ

の危険性や有害性について改めて考えさせられる講演会でし

た。兵士がふざけて猿に機関銃を渡したところ、猿は見よう

見真似で引き金を引いてしまい、周りの兵士たちが逃げ回る

シーンが映し出されました。講師の先生から、この映像を見

て、「この猿に罪はあるのでしょうか。」と聞かれ、考えさせ

られました。スマホも保護者の「持たせる側」の責任を考え

させられる内容でした。 

             平成 30 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。今年度の

生徒会のスローガンは 

            『開花』でした。 

１年生からも積極的に質問や意見もあり、それに対応する生徒会や各委員会の委員長の 

生徒の回答も中学生として、とても立派なものでした。参加している全校生徒の態度も 

よく、素晴らしい生徒総会でした。 



 

■ ５月 1６日（水）小中連携協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ５月 19日（土） 東山祭り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緑野中学校は、平成 30 年度は、中野区の統合新校として開校して

から 11年目となり、11月 17日（土）には、開校 10周年記念式典・

記念祝賀会を予定しています。５月には、開校 10周年の記念として、

航空写真と生徒全員の全体写真を撮影しました。 

 航空写真は、全員で緑と赤の紙を掲げ、校章をイメージした図を作

りました。記念式典・記念祝賀会に向けた準備も進められています。 

６月２日（土）の体育祭では、実行委員会から記念のＴシャツを、プ

レゼントされ、生徒全員で着ることになっています。 

１年生３クラスの道徳公開授業 

             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。 

            １年生３クラスで、強

い意思を主題として、

「願いのバトン」の資

料を使った道徳の授業

を実施しました。 

             東山高齢者会館で、

東山祭りが行われまし

た。本校からは、ボラ

ンティア部を中心にし

て、37名が参加しまし

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。 

授業後には、杉並区の元校長・眞渕先生に今日の授業の課題や 

これからの道徳の授業のあり方について指導をいただきまし

た。道徳の教科化に向けて良い研修になりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ掲示板 

 

【サッカー部】  ４月 15日（日）他     

 ◆中野区春季大会 

◆会場：緑野中学校他             

◇結果：予選リーグ敗退                

 １回戦 ○ ３－０ ● 宝仙学園中       

 ２回戦 ● １－３ ○ 中野五中      

 ３回戦 ● ０－２ ○ 南中野中       

 

【女子バレー部】 ４月 15日・22日（日）      

 ◆中野区春季大会 

◆会場：第四中・緑野中               

 ◇結果：予選リーグ     

 １試合 ○ ２－０ ● 都立富士中 

 ２試合 ● ０－２ ○ 中野中 

 ３試合 ○ ２－１ ● 中野二中 

 ◇結果：決勝トーナメント敗退 

 １試合 ● ０－２ ○ 南中野中 

 ２試合 ● １－２ ○ 大妻中野中 

 

【硬式テニス部】 ４月 22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＞ 

 ・大沼 朋希君（２年） ３回戦進出 

 ・只腰 果歩さん（３年） ２回戦進出 

 ・大河原 みくさ ん（３年） ２回戦進出 

 ・荒木 里奈さ ん（３年） ２回戦進出 

 ・塚本 舞衣さん（２年） ２回戦進出 

 ＜ダブルス＞ 

 ・只腰さん・大河原さん ペア（３年）３回戦進出 

・荒木さん・紺野さん ペア（３年）３回戦進出 

 ・山本さん・石上さん ペア（３年）２回戦進出 

 ・三田村さん・ 林 さん ペア（３年・２年）２回戦進出 

 ・秋山さん・塚本さん ペア（２年）２回戦進出 

 

【男子バスケット部】 ４月 22日・29日（日） 

 ◆第３ブロック大会 

 ◆会場：緑野中他 

 ◇結果 

 １回戦 ○ 57－42 ● 東原中（杉並） 

 ２回戦 ● 54－62 ○ 石神井南中 

                （練馬） 

 

【女子バスケット部】 ４月 15日（日）他 

◆第３ブロック大会 

 ◆会場：緑野中他 

 ◇結果 

 １回戦 ○ 62－20 ● 開進二中（練馬） 

 ２回戦 ● 29－97 ○ 宮前中 （杉並） 

 

【バドミントン部】５月５日(土)６日（日）他     

 ◆中野区春季大会 

◆会場：中野中学校              

◇結果 

＜男子団体＞  第４位              

  高野君・人見君・谷本君（３年） 

吉川君・福士君・畠中君・渡辺君（２年） 

 ＜シングルス＞ 

 ・吉川 空太君（２年） ベスト８ 

 ・高野 華鳳君（３年） ベスト 16 

 ・渡辺 翼 君（２年） ベスト 16 

＜女子団体＞  第３位 ブロック大会出場 

  永島さん・五十嵐さん・佐治さん（３年） 

  源 さん・鵜飼さん（２年） 

 ＜シングルス＞ 

 ・永島 楽響さん（３年） ベスト 16 

 ・草川 愛菜さん（２年） ベスト 16 

 ＜ダブルス＞ 

 ・佐治さん・五十嵐さんペア（３年）ベスト８ 

 ・源 さん・鵜飼さんペア（２年）ベスト 16 

  

【卓球部】 ５月６日（日） 

 ◆中野区春季大会 

 ◆鷺宮体育館     

＜男子団体＞  ３回戦進出 

緒方君・古屋君(3年)・田中君・新原君(2年) 

  鹿野君(1年) 

 ＜ダブルス＞ 

 ・緒方君・古屋君ペア（３年）３回戦進出 

 ・田中君・新原君ペア（２年）２回戦進出 

 ・浅見君・鹿野君ペア（３年・１年）２回戦進出 

 ・小林君・藪下君ペア（２年）２回戦進出 

 

※陸上部は、６月号でお知らせします。 


