
合唱コンまでひと月あまり･･･各学級の練習にも熱がこもってきた。合唱コン
スローガンは、合唱コン運営委員会において３年３組の原案を中心に討議して
決めたものだ。その意味について松永匠心君（３年３組合唱運営委員）に聞い
てみた。「新時代はコロナが終息する新たな時代という意味で、その時代に台中
生のハーモニーを力強く轟かせたい。台中 16学級の個性と想いを一言一句の歌
声に乗せて･･･」と語ってくれた。スローガンには、台中生全員の合唱コンに対
する信念、想い、意志が思いとして込められているのだ･･･。

10 月に入る･･･今年度も折り返しだ。この半年間、どんな生活だったのであ
ろう･･･。最近、台中生の芳しくない話を耳にすることが少なくない。「登下校
のマナー（台中生は怖いというクレームが入る）」、「スマホの持ち込み」、「街中
でのモラルの欠如（ジャージを着ているのですぐにわかる）」、「授業中の態度（睡
眠学習をしている生徒･･･）」、「家を出たものの、学校にたどり着かない」「下校
時間を過ぎても帰らない」等、残念ながらすべて事実だ。
合唱コンの練習、一心不乱にがんばっている。廊下を走るのはあまり感心で

きない（早歩き程度に･･･）が、少しでも練習時間を確保したいという思いは伝
わる。新人戦、どこの部活も持ちうる限りの全力で挑んでくれた。こんなに真
剣に力を発揮するのも台中生だ。どちらも真の台中生の姿だと思う･･･。
先生方は君たちを指導する。それは大人だから･･･。君たちより人生を長く生

き抜いている分、いま君たちが「やるべきこと」を確実に予測できている。だ
から君たちが幸せになれるであろう方向を示唆する。憎くて叱責している先生
などいない。君たちを指導するにはとてつもないエネルギーが必要だ。正直知
らないふりをして避けることもできる。でも、誰もそんなことをしない。それ
は、この職に就いた誇りと責任、そして何よりも君たちを信じ抜く信念がある
からだ。先生方は君たちを信じ抜いている･･･だから君たちは、自信を持って自
分たちの毎日を積み重ねてほしい。残り半年しかない今の中学校生活だ。
様々な仕事の機会に恵まれ、全国 400 校以上を訪問した。経験からの感覚で

はあるが、素晴らしいと思える学校は校門をくぐった雰囲気でわかる。校内の
整理が行き届いていること。出会う生徒のあいさつと笑顔。教職員の笑顔と気
遣い（最初のひと声）。これが実感できる学校は 100%間違いはない。
行事からの学びは貴重だ。そこでの全力が次の成長につながる。でもそれは

支える基礎があってのこと･･･基礎とはコツコツと積み重ねる日常に他ならな
い。君たちは「やればできる」、３年ぶりの全学年での合唱コンを最高のものと
するために、今一度足下を見つめ直してほしい。新しい時代の扉を開く心のハ
ーモニーを、君の一言一句に乗せて世界へ轟かせるためにも･･･。（堀川 博基）

秋が深まって、何をやるにもはかどる季節となりました。･･･だからというわけではありませんが、最近、生徒･保護者の皆さんから「『今年は「とのやま俳
句会』やらないんですか？」という声を少なからず耳にするようになりました。中には「もう俳句、考えてありますから！」と迫ってくる生徒もいます。･･･
という訳で、急ではありますが【令和４年度第１回とのやま俳句会】を開催します！（決して『とのやま Spirits（学校だより）』のネタがなくなったから
とか、皆さんからの「圧」に屈してというわけではありません･･･）。さて、俳句会といってもゆるやかな会なので、この秋の夜長に「学校生活の様子」「合唱
コンの取組」「新人戦」「よつば校外学習」「横浜巡り」「テスト勉強」等、身近なテーマで詠んでみてください。校長室扉にも応募用紙を用意してありますの
で、ふるって応募をお願いします。保護者の皆様の応募も大歓迎です。〆切りは 10月21日とします（あえての合唱コン前です）。校長に直接渡してください。
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富士見市立富士見台中学校 学校だより 10月（いよいよ合唱コン、そして今年度の折り返し･･･）

とのやまSpirits
〒354-0023 富士見市諏訪2-8-1 TEL／049-251-0473 FAX／049-255-9693 先月に続き

２年生に転入です
みなさんよろしく！

第１０号
令和４年１０月３日
生徒数５５１名
文責／堀川博基

第63期生徒会役員選挙 2022.09.30
台中の未来を託す第63期生徒会役員選挙が9/30に実施された。候補者たちは台中に

対する思いを有権者（全台中生）に訴えた。有権者は候補者の公約を吟味し台中を託せ
るリーダーを選ぶことができただろうか？ 3年生は3年後に選挙権を手にする。18歳
成人で、議員、市長等の我々の代表を選ぶ権利が与えられる。君たちは、あと3年で社
会を託すリーダーを選ぶことができるのだ。平和を実現するリーダーを･･･、物価高騰を
止め生活を豊かにするリーダーを･･･、感染拡大防止に正対するリーダーを･･･。少しで
も有権者としての責任を感じてもらうため、実際の投票箱を用いて選挙を行った。
第63期生徒会本部も課題が山積している。環境問題や機能等の課題に対応し多くの学

校で制服検討が行われている。ブラック校則･･･こんな課題に対しても改善の中心となる
のは生徒会本部であろう。前年度踏襲のみではなく、台中の未来を主体的に切り拓いて
いける本部役員を、有権者の責任でしっかりと選ぶことができたのか･･･。立候補者は台
中への熱い思い（公約）により、勇気を振り絞り立候補してくれた。その思い（公約）と
有権者の責任がひとつになり、台中の一歩が踏み出せるのだと思う。選挙結果については選挙管理委員会からの公式発表を確認してもらいたい･･･。

▲2022.10.25／富士見市立富士見台中学校合唱コンクールスローガン／原案：３年３組全員での提案（代表／松永匠心君）

▲立候補者選挙ポスター ▲３年後を想定しての投票所

10月1日富士見台中開校記念日
10／1は63回目の開校記念日でした

1960 年に当時の鶴瀬中、南畑中、水谷中が統合され、富
士見村立富士見台中学校が開校しました。当時の生徒数は
648 人でした。さて台中の建っているこの「とのやま」。本
当に「殿山」だったんです。1519 年徳川家康の関東入府に
ともない、このとのやまに宮崎備前守が館（鶴間城）を構
えたとされています。現校舎の建て替え時期には大がかり
な発掘が実施され、学校の中心部にクランク状の壕が発見

されています。諏訪神
社にも壕の後がありこ
の一帯に広がる大きな
城だったと考えられて
います。みなさんはそ
んな歴史ある土地で勉
強しています。お殿様
が城を構える高台だか
ら景色もいいんですね。

▲昭和63年の校舎立て替えに伴う壕の発掘の様子です

令和４年度 月行事予定
日 曜 内 容
１ 火 三者面談③（45分×④授業）

２ 水 総合集金 三者面談④(45分×④時間) 部×

３ 木 文化の日

４ 金 三者面談⑤（45分×④時間） 市内音楽会

５ 土 埼玉駅伝県大会

６ 日

７ 月

８ 火

９ 水 部×

10 木 働く人に学ぶ会⑤⑥（２年）

11 金

12 土

13 日

14 月 県民の日 いじめのない学校づくり子ども会議

15 火 学校朝会 木曜日課 命の授業⑤⑥(３年)

16 水 専門委員会 部×

17 木 学校指導訪問⑤(特別日課) 期末前部×

18 金

19 土

20 日

21 月

22 火 人権教育講演会⑤⑥（１年）

23 水 勤労感謝の日

24 木 期末テスト①下校指導

25 金 期末テスト②下校指導

26 土

27 日

28 月

29 火 生徒朝会

30 水 部×

■10月より完全下校の時間が17:30となります。
■衣更え移行期間です。気候に合った制服を着てください。

Is was a
wonderful

speech．

English Recitation and Speech Contest in Fujimi 富士見市英語暗誦･スピーチコンテスト

▲②Sato Mei ▲②Shishido Kento ▲③Arai Yuzuha ▲③Takahashi Miyuu ▲③Sakata Aruma
台中生は文化的取組にも挑戦する生徒は多い。富士見市英語スピーチコンテスト（9/6）に５名の生徒が出場した。このコンテストでベストパフォーマン

スを出し切るための準備は７月当初からの２ヶ月にも及ぶ･･･。夏休み中も足繁く登校し英語の先生や AETと特訓(?)を重ねていた。さて特訓の成果は･･･。
正直に今の生徒の英語レベルは本当に高い。数年前と比較してもその成長は著しい。海外生活や旅行等そのハードルが身近になったことは間違いない。幼
少期からの習い事等も大きいかもしれない。また、小学校での外国語活動や授業も大きな影響を与えているのだろう。本校を含め市内中学生の英語能力の

高さには驚いた。さてコンテストなので成績が示される。暗唱の部でSato Mei さんが優勝、スピーチの部でArai Yuzuhaさんが８位入賞を果たし入
間東部大会にコマを進めた。東部大会においても緊張のなか２人はベストパフォーマンスを披露し、自分の力を出し切っていた。
これからの時代の方向性を考えると、英語が大きなツールとなるのは間違いない。国際的に活躍する皆さんに期待する！

「青春ってすごく密･･･」
2022 新人体育大会入間東部大会

「青春ってすごく密･･･」。この夏、甲子園大会で真紅の優勝旗をはじめて白河の関
より北に持ち帰った仙台育英高校野球部須江監督が生徒の心中を推し量った言葉だ。
この秋、台中生の青春もすごく密であった。１･２年生が先輩の想いも背負い青春の

舞台に立った。新人は負けても終わりではない。来夏への序章に過ぎない。次へのモ
チベーションを高められたか？自分の伸び代を確認できたか？それが新人戦のひとつ
の答だ。来年初夏への期待を込めて成績を示す。

■陸上競技部 男子／総合優勝 □女子／総合優勝
個人県大会出場選手
□1年100ｍ／２位:高橋由宇 □200m／１位:宍戸謙仁 ２位:福井崇斗
□800m／１位:福田遥己 □1500m／１位:福田遥己 □110mH／１位:井土井琉冴
□4×100mR／１位:富士見台中（宍戸謙仁 井土井琉冴 福井崇斗 高橋由宇）
□走幅跳／１位:宍戸謙仁 □砲丸投／２位:小澤瑠海斗
□1年100m／1位:小菅彩音 □200m／1位:佐藤芽維 □100mH／1位:木庭ちひろ
□走高跳／1位:宮崎愛理珠 2位:斎藤瑠那 □砲丸投／1位:竹川明日椛

■柔道部 男子団体／優勝（県大会出場）
□-50/１位:茶谷太河（地･県）３位:手塚柊斗 □-60/１位:葛西颯次朗（地･県）
□-66/１位:田中兼大（地･県）□-73/２位:蛯沢青空（地）□-81/２位:船津璃久（地）
□90超/1位:吉本大輝（地･県） ＊（地）／地区大会出場 （地･県）／地区･県大会出場

■ソフトボール部 女子／優勝（地区大会出場）
【速報】10/1地区大会結果 3ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ戦1勝1敗（県大会は学総までおあずけ）

■卓球部／準優勝（県大会出場）
個人戦県大会出場選手
□ダブルス／伊藤･小出組：第３位（県） 古山･降矢組：第３位（県）

■サッカー部／第３位 ２回戦／三芳中 0-2快勝 ３回戦／勝瀬中 1-0惜敗
■男子バレーボール部／５位 リーグ戦１勝５敗

■女子バレーボール部／ベスト８ 予選ﾘｰｸﾞ 2 位通過 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ／大井中 2-0 惜敗
■男子バスケットボール部／２回戦惜敗

1回戦／三芳中 47-56快勝 2回戦／大井東中 76-51惜敗
■女子バスケットボール部／２回戦惜敗

1回戦／三芳中 37-59快勝 2回戦／勝瀬中 65-23惜敗
■野球部／２回戦惜敗 1回戦／葦原中1-8快勝 2回戦／大井東･西合同 10-6惜敗

＊今回野球部は、本郷中との合同チームでの出場

■女子ソフトテニス部 女子団体／１回戦惜敗
■女子卓球個人／優勝／池田 明日香（県)

■新体操個人（地区大会）／２位:竹田美ら（県） 15位:中西綾音

さて、各部とも「密」となる「青春」の瞬間を経験することができたか？運動部、
文化部も含めて、この先半年は辛抱の時間となる。春に開花する草花たちは、厳しい
冬にしっかりとエネルギーを蓄える。この冬、君たちはどう過ごす･･･。

▲県大会出場チームは全力で勝ちに行け！▲無念のチームは、来夏のために大きく縮め！


