
横中 学校だより

校長 新井 清人

日毎に冷気が加わり、野山には鮮やかな紅葉が彩る季節となりました。

本校ではキャリア教育の一環として２年生で実施している職場体験活動が、１０月

９日～１１日に行われました。学校では経験できない貴重な体験をする中で、働くこ

との大切さや大変さを実感すると共に、挨拶などの礼儀作法の大切さ、我慢すること

や接客の難しさなど、たくさんのことを学んだと思います。

生徒を受け入れて頂いた２３カ所事業所の皆様には、行き届かなかった点やご迷惑

をおかけしたと思いますが、温かくご指導頂き、心より感謝しております。ありがと

うございました。

さて、免疫を抑制するタンパク質「ＰＤ－１」を発見し、がん免疫治療薬「オプジ

ーボ」の開発につなげたとして、本庶佑（ほんじょ・たすく）京都大特別教授が、ノ

ーベル生理学・医学賞に選ばれました。本庶佑さんは研究の原動力を聞かれると「何

かを知りたいという好奇心だ」即答しました。研究する上 「好奇心（Curiosity）」

で大切なことは、「好奇心を大切に勇気を持って困難な問 「勇気（Courage）」

題に挑戦し、必ずできるという確信をもち全精力を集中さ 「挑戦（Challenge）」

せ、諦めずに継続すること」。それぞれの英語の頭文字か 「確信（Confidence）」

ら「６つのＣ」と表現しています。 「集中（Concentrate）」

何をやるにしても、結果を出す人は皆この姿勢を貫いて 「継続（Continuation）」

いるはずです。それがわかりやすくまとめられていて、とても参考になります。

また、記者が用意した色紙には座右の銘である次の言葉を書いたそうです。

『有志竟成（ゆうしきょうせい）』。「強い志を持ち、頑張れば目的は必ず達成できる」

という意味で、中国史上最高の名君の一人である光武帝が述べたとされる「後漢書」

に記された言葉だそうです。

簡単には結果が出ない長い研究生活の中では、きっと心が折れそうになったり迷い

が生じることもあったでしょうが、そんな時にこの言葉を心の支えにしていたのでし

ょう。ともすると、ものごとを簡単にあきらめてしまう私たちに、あきらめず粘り強

くやっていくことの重要性を思い出させてくれます。

本庶佑さんの研究姿勢から我々が学べることは、「あきらめず頑張ること」の大切

さではないでしょうか。何を成し遂げるにしても、結局は１日１日の積み重ねでしか

ありません。その積み重ねが結果としてあらわれる。だからあきらめずに努力し続け

れば、いずれそれに見合った成果が生み出される、ということです。

平成３０年も残り２カ月となりました。今年立てた目標を達成するためにも日々努

力することを忘れずに頑張っていきましょう。
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の行事予定

１日(木) 彩の国 教育の日 合唱練習（短縮４５分授業） 『彩の国教育週間』学校公開
２日(金) 合唱コンクール（町民会館） ・１日（木）～７日（水）まで
３日(土) 文化の日 ・9:00～ 14:35（２日は 9:00～ 11:30まで）
５日(月) 全校朝会 三者面談 短縮４時間授業
６日(火) ＰＴＡ登校指導 あいさつ運動 クリーンＵＰ 三者面談 短縮４時間授業
７日(水) 三者面談 短縮４時間授業 部活なし
８日(木) 横中学びタイム（数） 秩父地区音楽祭 剣道（団体）県大会
９日(金) 秩父地区学力検査（３年） ふれあい講演会 バザー準備 部活動中止 剣道部（個人）県大会
10日(土) ＰＴＡバザー（10:00~11:30）
12日(月) 第Ⅲ期時間割開始 生徒朝会 三者面談 短縮４時間授業
13日(火) 三者面談 短縮４時間授業
14日(水) 県民の日 吹奏楽アンサンブルコンテスト地区大会
15日(木) 横中学びタイム（数） 短縮日課 部活動中止
16日(金) 横瀬町人権教育研究発表会
19日(月) 学年朝会 テスト前部活動停止（～２６日まで）
20日(火) 三者面談 短縮４時間授業 ＰＴＡバザーの開催
21日(水) スクールカウンセラー来校 日時 １１月１０日（土）
22日(木) 学びタイム（数） 生徒専門委員会 午前 １０：００～１１：３０
23日(金) 勤労感謝の日 場所 横瀬中学校体育館
26日(月) 期末テスト
27日(火) 期末テスト 多くの方のご来校をお待ちしております。
28日(水) 部活なし
29日(木) 横中検定（数）
30日(金) 秩教研研究授業

横中生の活躍
●秩父地区児童・生徒発明創意くふう展 郷土を描く児童生徒美術展
★金賞 小泉 祉摩（１年） ★特選 山﨑 有喜（３年）

●身体障害者福祉のための美術展 ☆入選 小泉 雫（１年） 関口 美里（１年）
★特選 関口 美里（１年） 島田 有梨（３年） 野村 貴栄（３年）
☆入選 向井 希（１年） 新井 希來（１年） ボランティア表彰（１５回以上）

山﨑 有喜（３年） 島田 有梨（３年） 浅見 知章（３年） 逸見 海成（３年）
●読書感想文コンクール 島田 有梨（３年） 丸山 竣也（３年）

★特選 浅見 綾香（２年）
☆入選 宮下凌久登（３年） 向井 文音（３年） 森村 叶夢（３年）

岸岡 弘奈（２年） 吉田 美優（２年） 長嶋 虹歩（１年）
小室 珠涼（１年） 引間 汐音（１年） 若林 夏姫（１年）

新人兼県民総合体育大会秩父地区予選結果

◆野 球 初戦敗退 ◆卓球
◆バスケットボール 団体 男子 ７位 女子 ４位
男子 ２位 個人 男子 ２回戦敗退
女子 ３位 女子 シングルス 本橋美都 ベスト８

◆バレーボール ３位 ダブルス 吉田・本橋寧々ペア ベスト８

◆ソフトテニス（女子） ◆ソフトテニス（男子）
団体 決勝トーナメント １回戦敗退 団体 決勝トーナメント １回戦敗退
個人 小室・赤岩ペア ３回戦敗退 個人 柳田・宮下ペア ３回戦敗退

田上・山中ペア ３回戦敗退
◆剣道
団体 女子 優勝（県大会出場） 男子 予選リーグ敗退 ◆柔道 団体 ５位
個人 女子 赤岩凜南 ５位（県大会出場）

◆新体操 ◆陸上
団体 Ｂチーム優勝 （県大会出場） 男子砲丸投げ ２位 福岡 優太（県大会出場）

Ａチーム ３位 共通女子走幅跳 ４位 平沼世里奈
個人 総合１位 新立 惺菜（県大会出場） ２年女子 100m ４位 浅見 綾香

（ボール１位、クラブ１位） 女子 800m ４位 千島 伊鞠

『ボランティア・ありがとうございます』 新生徒会本部役員が決定

今年度も図書ボランティアとして地域の方々に 15日 ◎会 長 宮下 翔 ○総 務 長嶋 虹歩
(月)、22 日(月)、29 日(月)の３日間に渡り、図書室 ○副会長 赤岩 凜南 ○総 務 小泉 智雅
の本にカバーをかけるなどのボランティアを行ってい ○総 務 福田 颯也 ○総 務 浅見 舞
ただきました。大変ありがとうございました。 よろしくお願いします。
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