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如在(にょざい)の心 

 
 
  夏休みが終わり３週間近くがたちました。記録的な猛暑の夏で、休み明けも厳し 
い残暑が続いていましたが、今週に入り少しずつ秋の気配が感じられるようになっ 
てきました。生徒たちは先週行われた前期期末テストや１５日に行われる体育大会 
に向けての取組など、休み気分を早々に切り上げうまく気持ちを切り替えて、良い 
雰囲気で学校生活を送っています。 
  
 夏休み明け登校初日の朝会では、次のような話を生徒たちにしました。 

 今日からまた学校生活が始まりますが、この９月、１０月は体育大会、文化発表会という２つの大
きな全校行事があります。行事に向けての気持ちの持ち方で、大切にして欲しいことがあります。体
育大会も文化発表会も、ぶっつけ本番、準備無しで良い結果が得られるものではありません。一人ひ
とりの努力、そして集団の協力が必要になります。昨年のこの朝会では、この努力と協力を表す言葉
として、「努力は足し算、協力は掛け算」という言葉を紹介しました。 
  努力と協力を改めて辞書でひくと、努力とは「力を尽くして励むこと」、協力とは「力を合わせて
事にあたること」とあります。力を尽くすには成し遂げたいと思える目標が必要です。力を合わせる
には共通の目標を持つ仲間が必要です。目標がないところには努力も協力も生まれません。前向きに、
そして一歩高いところに目標を置いて、自分の力、集団の力を高められるような取組にぜひしていっ
て欲しいと思います。 
 行事に限らず物事に取り組む姿勢としてもう一つ大切にして欲しい言葉があります。皆さんは「如
在（にょざい）の心」という言葉を知っていますか。「如在の心」とは、「在るが如く」・「そこに
いるが如く」という意味です。 
 人は誰も見ていないと思うと、どうしても気持ちが緩み、楽な方へ流されてしまうものです。例え
ば、掃除の手を抜いてしまったり、勉強や部活動がいい加減になってしまったりと…… つまり「誰
も見ていないからいいや」という気持ちが沸いてくるのです。それが人の弱さかもしれません。「如
在の心」というのは「常に誰かがそこにいるかの如くに行動しなさい」という事です。同じような意
味で昔は「誰もいなくてもお天道様は見ているよ」という言葉も良く使われました。今はこんな言葉
をあまり耳にしませんが、そういう心というのはとても大事だと思います。 
 この誰かが見ているの「誰か」や「お天道様」を、「未来の自分」として考えるとわかりやすいか
もしれません。やはり怠けたいときはあります。人間ですから。本当に良いのかな・・・と迷った時
「誰かが見ている」「お天道様が見ている」、つまり「未来の自分自身が見る」のを想像して、嫌な
気持ちになるかどうか考えて行動できたら良いと思います。いつも頑張り続ける必要はありません。
でも、自分自身に「不誠実」を続けたら癖になります。自分が信じられなくなり、自信が失われてし
まいます。 
 
 
 
 

  
・目標をしっかりと定めて「努力と協力」を大切にしていくこと 

  
・難しい言葉ですが「如在の心」……常に誰かが見ている、未来の自分が見ているという 
  意識で自分の弱い心に負けないようにすること。 

  
 
 
 
 

 
 また今日から始まる学校生活ですが、この気持ちでさらに自分自身を大きく成長させていって欲し
いと思います。さあ、今日からまた頑張りましょう。 

 ９月１５日(土)には体育大会、１０月２６日(金)には文化発表会（会場：横須賀芸術劇場）と大き
な行事が続いて行われます。保護者の皆様、地域の皆様、生徒たちの輝く姿をぜひご覧いただき、応
援をよろしくお願いいたします。引き続きお力添えいただければ幸いです。 
 

 



夏の部活動などの活動報告 

今年の夏は梅雨明けが早く、非常に厳しい暑さでした。その中で、生徒たちの熱い戦いが展開されました。 

野球 市大会出場ベスト１６ ソフトボール 市大会出場 

サッカー 市大会出場 ハンドボール 男子 市大会出場 

バレーボール 男子 市大会出場 ハンドボール 女子 市大会出場 

バレーボール 女子 市大会ベスト１６ 

県大会出場 

将棋 文部科学大臣杯大会参加 

県小中学校将棋大会参加 

バドミントン 男子 市大会出場 書描 市中学校美術作品展出展 

バドミントン 女子 市大会出場 茶道 立場地区センターでの茶会 

硬式テニス 県中学校テニス大会出

場 

吹奏楽 横浜大会 A部門 金賞 

県大会 A 部門 銀賞 

２－３櫻井春乃さん 体操 県大会出場 

平均台県 2位 

１－２小山凜世さん 水泳 関東大会出場 

100m、200m バタフライ 

２－５井上天心さん 100m 背泳ぎ 市 6位 

県大会出場 

１－５泉水 怜さん 200ｍ個人メドレー市 8位 

県大会出場 

ロボコン  WRO（World Robot Olympiad）Japan 横浜地区予選会ミドルの部 

      準優勝 ミラクル・ツインズ１－３ 西村幸隆さん・１－１ 成瀬大地さん 

      3 位   KUBO       ２－４ 窪川航輝さん・２－３ 薄井陽司さん   

ロボコンクラブもがんばりました 

今年スタートしたロボコンクラブは、いきなり横浜地区大会で 2位と 3位に輝きました。WRO とは自律型ロ

ボットによるコンテストです。世界中の子どもたちが、各々ロボットを制作しプログラムにより自律制御する

技術を競うコンテストで市販ロボットキットを利用することで、参加しやすく科学技術を身近に体験できる場

を提供するとともに、国際交流も行われます。 

 光センサーで道を進み、途中の指示するテープの色を判別してものを運び、決められた場所に置き、最後に

ゴールした時間を競うものです。プログラミングやマシンの設定など難しく、夏休みクラブ員は、朝からロボ

ットと格闘していました。地区予選会が台風の影響で延期になったり、様々なハプニングを乗り越えて素晴ら

しい結果を出しました。また来年の活躍に期待しています。 

 

ロボットは光センサーで指示を

（色のテープ）読み取って積み木

を運びます 

 

 

顧問の田中完先生とどうしたら

スムーズに動かせるか協議してい

ます 

 

 

細かい修正点をプログラミング 

 

 



女子バレーボール部 3－1 榊 あみ 

私たちは市大会優勝を目標に練習に励んできました。市大会で優勝することはできませんでしたが、ベスト１６

になり県大会に出場することができました。県大会では良いプレーもあり、少し悔いの残るプレーもありました。

あの試合での応援は声も大きく多くの人から応援してもらいました。今まで以上にみんながボールを必死に追って

いて長いラリーが続くこともありました。自分たちよりも格上の相手でしたが接戦でした。最初

はとても緊張したけれど、途中からラリーが続くことがとても楽しかったです。 

 今まで支えてきてくれた多くの人に感謝しています。ずっと 3年を応援して共に戦ってきた 1，

2年生の仲間、練習試合を組んだり、合同練習を組んでくれたり、たくさんのことを教えてくださ

った先生、毎日のお弁当や応援、移動の送迎など保護者の方々、応援してくださった先生方、多

くの人の支えがあって県大会に出場することができました。応援ありがとうございました。 

１－２ 小山 凜世 水泳 

関東大会ははじめてで緊張とわくわくで頭がいっぱいでし

た。結果はあまりよくなかったですが、「神奈川」のチームの一

人として大切なことをたくさん学ぶことが出来ました。来年は

全国大会に出られるようもっと頑張って行きたいと思います。 

１－５ 泉水 怜  水泳 

合宿で頑張った成果がこの大会で出たので良かったです。こ

れからももっと練習して１位になりたいです。 

 

２－５ 井上 天心 水泳 

 僕は１００ｍ背泳ぎに出場しました。本番は、観客の人たち

が各選手に声援を送っていたのでとても緊張しました。結果は

なんとかタイムを出すことが出来ました。来年も出場出来るよ

うに練習を頑張りたいです。 

 

 

２－３ 櫻井 春乃 体操 

今年は市大会を通過して県大会に出ることが目標だったの

で、県大会に出ることができてとても嬉しかったです。私は平

均台がいちばん得意なので、２位になることが出来てよかった

です。全体的にあまりいい演技は出来なかったけど、来年はノ

ーミスの演技をして関東大会に出られるように頑張りたいで

す。 

よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト 

 ６月２７日「平成３０年 横浜子ども国際平和スピーチコンテスト 泉区大会」が泉公会堂で行われました。本

校からは３年２組の髙橋 祭さんが出場し、中学校の部で見事優秀賞に選ばれました。「全ての人にかがやきを。」

という題で、人が助け合っていくことの勇気や大切さを心を込めて伝えることが出来ました。３分という短い時間

の中で１つ１つのことばを大切に話しながら、見ている人の気持ちを温かくする素敵なスピーチでした。 

中田連合サマーフェスティバル 

8月 18 日（土）中田小学校でサマーフェスティバルが開催されました。生徒会役員や委員長等は今年、放送担

当で頑張りました。吹奏楽部の演奏も、西城秀樹さんのヤングマンやピンクレディーなど選曲を工夫していて

明るく楽しいものでした。生徒会、吹奏楽部の皆さん暑い中本当にありがとうございました。 

 

  



英語スピーチコンテスト 

 「第 69 回横浜市中学校生徒英語弁論大会」が 7 月 30 日に西公会堂にて開催されました。本校からは 3 年 1 組の

早川 怜さんが出場しました。また「高円宮杯平成 30 年度第 70 回全日本英語弁論大会神奈川県予選横浜ブロック

予選が 8 月 2 日に同じく西公会堂で開催されました。本校からは 3 年 5 組中島知怜さんが出場しました。両名とも

残念ながら予選通過はできませんでしたが、スピーチは内容、態度ともにとても素晴らしかったです。また、8月 27

日、28 日の昼食時間中に同じスピーチを生放送で発表しました。 

ハマ弁当日売り用券売機設置 

 9 月 3 日により 11 月末まで、

ハマ弁の当日券の販売がスター

トしました。事前にインターネ

ットで予約を忘れてしまって

も、当日の朝８：００～８：４

０までに券売機で 300 円投入す

れば、食券が購入できます。その券を昼食時に係の方に

渡してください。  

欠席連絡の時間帯について 

4 月当初確認させていただきましたが、欠席などの連絡

に関しましてはなるべく８：１５～８：３０の時間で保

護者の方から中学校（TEL８０３－３７７１）へ電話連絡

をするか、生徒手帳に必要事項を記入し友人等を通して

担任に提出するようお願いします。 

 ８：３０～８：４０は朝の職員打ち合わせの時間です

ので緊急以外のお電話についてはご遠慮をお願いしま

す。 

9 月 10 月の主な行事予定   ＊予定は変更になる場合があります 

15 土 第 46 回体育大会 雨天延期の場合 20 日の

授業        完全下校 17：30 

30 日  

16 日  １ 月  

17 月 敬老の日 中田連合敬老会（吹奏楽部参加） ２ 火  

18 火 総合：体育大会振り返り  ３ 水 児童生徒交流日⑤授業参観 

総合：小学生オリエンテーション部活準備 

個別級区合同学習会（泉が丘中）AM 

19 水  ４ 木 後期時間割開始 

20 木 体育大会予備日①  ５ 金 終業式（後期認証式） 

3 年英検（午後）部活動再登校 15：50 

21 金 体育大会代休 ６ 土  

22 土  ７ 日 中田連合大運動会 しらゆり連合体育祭 

23 日 御霊神社例大祭 ８ 月 体育の日 

24 月 秋分の日 ９ 火 総合：合唱 3 年個人面談① 

3 年部活動再登校 15：30 

25 火  10 水 総合：合唱 3 年個人面談② 

3 年部活動再登校 15：30 

26 水 体育大会予備日② 

体育大会実行委員会 15：40 

11 木 総合：合唱 3 年個人面談② 

3 年部活動再登校 15：30 

27 木 個別支援合同体育祭（三ッ沢） 

⑥文発特別教室割り当て練習開始 

12 金 総合：合唱 3 年個人面談②3年部活動再登

校 15：30 第 5 回 PTA 実行委員会 11：00 

ジャージ販売 

28 金 学活：9月振り返り含む 

個別支援合同体育祭予備日 

13 土  

29 土  14 日  


	9月号ｐ３
	9月号P4
	18・学校だより・9月・1ペーシ - コピー
	学校便り９月号P2

