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夢
副校長 佐藤 康二
夢なき者に理想なし。理想なき者に計画なし。計画なき者に実行なし。実行なき者に成功なし。
ゆえに、夢なき者は成功しない。
おし
さと
ちょっと
古代ギリシア先哲アリストテレスの三段論法よりも 一 寸 クドいこの言葉。 大和魂を教 え諭 す幕末の
サムライ
そら
士 吉田松陰先生の名言である。11 歳で四書五経を諳 んじ御前講義したほどの秀才。私塾「松下村
塾」では、明治維新を担う若者を教育した。彼は侵入するアメリカ軍艦「黒船」に何の対応もできぬ
がんめいころう
頑迷固陋の幕府を批判し、
「安政の大獄」で捕らえられ、獄死。
けだ
蓋 し江戸時代は、歴史上稀にみる天下泰平の世だった。「死なぬよう生きぬよう」勤勉に働く民衆
の年貢(税)の上に強固な幕藩体制を構築し、「士農工商の身分制度」で人権を制限、「鎖国」によって
そくいん
保守的な生活様式や心情が育成された。サムライ・おもてなし・風流・惻隠 の情・もったいない・大
和なでしこ。世界が尊敬する日本人の美徳イメージは、江戸時代に確立された。
しかし 260 余年も日本が天下泰平に慢心する間、欧米では「市民革命」が起こり、封建制を壊し専
制君主を倒す。自由・平等を求める市民の力で絶対王政は民主政治に移行する。さらに豊かさを追求
マシン
する市民は「産業革命」で数々の機械を発明する。自給自足のスローライフ農耕社会が競争原理弱肉
がんめいころう
強食の工業社会に変貌した。勢いづく欧米列強諸国は頑迷固陋のアジア諸国に進出。ついに日本にも
うれ
グローバル化の波が押し寄せた。幕末、松陰はそんな日本を憂 いたのだった。
はさ
黒船来航から 90 年。日本はそのアメリカ合衆国と太平洋を挟 んで無謀な戦争をする。開戦半年の
なお
もうしん
ミッドウェーで敗色は濃厚となるも劣勢を偽り、多くの犠牲者を出して尚 、愛国妄信 の戦争を続けた。
その後は地獄の４年間。学徒出陣、集団疎開、本土空襲、貧困、玉砕、果ては原爆投下。しかし当時
の日本人は敗北を認めたくはなかったのだろう。日本で一番長い日 1945 年 8 月 15 日前夜、天皇の
ぎょくおん
おし
さと
終戦の言葉「 玉 音 」放送レコードを奪い取ろうと、陸軍の若者が決起を企てる。これを教 え諭 した
あ な み これちか
のが阿南 惟幾 陸軍大将。
「このままおめおめと降伏などできません。戦わせて下さい！日本のために。」と叫ぶ若者に「ば
うら
くや
かもの！戦争は終わったのだ。戦うことは許さない。」と阿南。
「戦わずしてこの恨 み、悔 しさ晴らせ
るものか。戦わずして焦土と化したこの日本に平和な未来など来るものか！」と吠える若者。静かに
諭す阿南「戦わずして平和な未来か、
、、さぁそれは軍人の私にはわからんよ。確かなことは、若い君
らは死んではいけない。戦争してはいけないということだ。若者が、生きて、夢を持って、日本の未
あなみ
来を切り拓いてくれ。命令だ。
」翌未明、阿南は自決。
太平洋戦争から 20 年。東京オリンピックが開催、新幹線が開通、ノーベル賞受
賞が相次ぎ、メイドインジャパンの自動車や電化製品が世界中にあふれ、日本は
先進工業国にして経済大国。奇跡の復興を遂げた。
時は巡り、再びオリンピックが開催される令和 2 年。日本は新型ウイルス感染で混迷の渦中だが、
今年も卒業の季節が来た。緑野中学校を巣立つ若者よ。夢を持て。グローバルに生きよ。
ちょっと
なお
教師の私は獄死もしなければ自決もしない。おまけに一寸 若くもないが尚 グローバル社会での活躍
おし
さと
サムライ
を夢見てるよ。次代を担う若者が血気(決起)にはやり、道に迷うことあらば、教 え諭 す 士 として。
夢は 戦わずして、勝つ
がんめいころう

＊頑迷固陋＝古い考えにこだわり、視野が狭いこと。

けだ

蓋 し＝確信を持って推量するさま。

2 月 14 日（金）生徒見学 15 日（土）保護者見学

キーホルダー

キューブラジオ

チェスト

社会科見学・職業体験事後学習

他者紹介・東京観光ガイド・修学旅行まとめ

キーホルダー

トートバッグ・フェルトサイコロ・ブックカバー

キューブラジオ チェ

冬・夏野菜献立新聞

吹奏楽部がアンサンブルで入学予定児童とその保護者の皆様を歓迎しました。
2 月 15 日(土) 14:00～

地下体育館

◆吹奏楽部 第 53 回東京都中学校アンサンブルコンテスト
府中の森芸術劇場
A 部門 ： 管打楽器７重奏

銀賞受賞

Fl 數土 寿瑞さん Cl 猪羽

曲目「ストラクチュア」

美卯さん Asax 田代 乃々香さん Hr 忠内 承子さん

Euph 野表 由奈さん Tp 小川 心羽さん Per.園部
B 部門 ： 管楽器７重奏
Fl 佐久間 朱音さん

1 月 18 日（土）19 日（日）

銅賞受賞

陸君

Per.野々下 陽香さん

曲目「イントラーダⅡ」

Cl 成相 香帆さん Tsax 川上 暁光君

Hr 青栁 真子さん

Tub 園田 瑞樹さん

Tb 鈴木 由空さん Tp 吉田 世一君

【男子バスケットボール部】
◆ 中野区中学校南北対抗戦出場 1/26
櫻井琉加君・宮本遼君・髙梨杏蒔君・荒木那王君
◆ 東京都 U14 強化育成選手認定
東京都中学校オールスターバスケットボール
研修大会出場 1/13
ストーン ライアン君・須藤直輝君
【女子バスケットボール部】
◆ 中野区中学校南北対抗戦出場 1/26
早川真央さん・松下千洋さん・渡辺莉咲都さん
松下千洋さんは優秀選手賞を受賞しました。
【陸上競技部】1/19＠夢の島陸上競技場
◆ 都ロードレース大会
◆ 男子
① 松尾 空君(2･3 年 2km) 7.39（3 位）
② 三木 柊君(2･3 年 3km) 10.12（10 位）
③ 酒井紀一君(1 年 2km) 7.36（1 位）
④ 山口大樹君(1 年 2km) 8.35（17 位）
◆ 女子
① 吉野友菜さん(2･3 年 2km) 8.07（組内 4 位）
② 髙橋麻衣さん(2･3 年 2km) 9.49（組内 28 位）
③ 中島結菜さん(2･3 年 2km) 9.01（組内 15 位）
④ 西原陽菜美さん(2･3 年 1km)4.16（組内 25 位）
⑤ 清水春日さん(1 年 2km) 9.04（組内 15 位）
⑥ 松本 謡さん(1 年 2km) 9.48（組内 32 位）
⑦ 越永詩衣梨さん(1 年 2km) 8.56（組内 12 位）
⑧ 津下汐星さん(1 年 1km) 3.49（組内 5 位）
⑨ 菅野結衣さん(1 年 2km) 9.14（組内 17 位）
⑩ 宮下杏奈さん(1 年 2km) 8.45（組内 12 位）
【中学生東京駅伝】2/2＠アミノバイタルフィールド
◆ 男女ともに 21 位／50 チーム
◆ 男子 三木 柊君 11 区（3km）
10.32（区間 31 位）
◆ 女子 吉野友菜さん 2 区（1.5km）
5.16（区間 2 位）
1.5ｋｍ区間全体 5 位（全 500 人中）
中島結菜さん 8 区（1.5km）
5.58（区間 27 位）
【サッカー部】
◆ 冬季研修大会 緑野中学校
1／12(日) ●中野 2-4 ○南中野 7-0
1／13(月) ○中野五 7-5 ●明大中野 2-3

【バレーボール部】
冬季研修大会 1 月 26 日（日）、2 月 9 日(日)
＜予選リーグ対戦結果＞
① vs 北中野中学校
○ ２－０（セットカウント）
② vs 中野第五中学校
● ０－２（セットカウント）
＜決勝トーナメント対戦結果＞
◎決勝トーナメント１回戦 vs 南中野中学校
● ０－２（セットカウント）
◎５位決定戦１回戦 vs 中野中学校
● １－２（セットカウント）
【新体操】
東京都中学校新体操学年別新人大会（12/1･27）
①後藤 千晴さん（２年生の部）
・種目別／ボール
・5.35 点／18 位
②木香 優麻さん（1 年生の部）
・種目別／ボール
・7.5 点／20 位
【卓球部】
◆ 冬季研修大会 2／2 鷺宮体育館
女子シングルス
優勝
畠中 佑爾さん
準優勝 齋藤 響 さん
【バドミントン部】
◆ 中野区代表選手選考会
中野晴斗君・福士貴進君ペア 準優勝
→ 第３ブロック大会 ベスト８

◆ 冬季研修大会
２部 宋 旼峻君・横田将吾君ペア 優勝
中野晴斗君・福士貴進君ペア 第３位
石原優奈さん 第７位
１部 笹川和遥君 第６位
宋旼峻君・横田将吾君ペア 第６位
中野晴斗君・福士貴進君ペア 第８位

