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｢心のコップ｣を上に向け「気づき力」を磨きましょう。
校 長 山下 誠二
５月１９日に開催しました体育祭には、多くの地域や保護者の皆様に来校して
いただき、素晴らしい晴天のもと、実施できましたことにまず感謝申し上げます。
今月は、２日から市中学校総合体育大会が始まり、また、３年生は、１０日か
ら２泊３日の京都・奈良方面への修学旅行に出かけます。大会への応援、そして、
３年生の保護者の皆様には、生徒の健康管理に気を配っていただければ幸いです。
さて、｢気づき力｣と言う言葉があります。原田総合教育研究所長の原田隆史氏
が良く使う言葉ですが、この先生は、大阪の松虫中学校の陸上部の顧問として７
年間で１３回の日本一を達成した先生です。カリスマ体育教師として有名ですが、
私も若い頃、この原田先生と同じような指導を展開していたと思うときがありま
した。（全国大会の優勝は、原田先生に及ばず１０回でしたが・・・）
この先生と私の部活指導における共通事項は、｢奉仕の心を持つ｣「靴のかかと
をしっかりそろえる」｢家の手伝いをする｣・・・等です。私の教え子の中には、
（宮原中学校の保護者にも数名いますが）体育祭や卒業式の準備はもちろん、自
分の卒業式当日も朝早く登校し、正門から校舎までの通路をきれいに掃除してく
れる生徒が何人もいました。強制ではありません。自ら進んでの行動です。原田
先生も言われていますが、「奉仕の精神が磨かれてくると気づく力が高まり、他
人に対して細やかに配慮ができるようになります。この世のあらゆる仕事を成功
させる秘訣は、相手の心にチャンネルを合わせることだと思います。仕事でも生
活の場でも、誰かに奉仕することを実践すれば、相手の心に目を向けることがで
きます。」そして大事なことは、常に｢心のコップ｣を上向きにしておくことです。
人間的に成長したくないと思う人は誰もいません。学び
たい、勉強したい、教えてほしい、という素直な気持ち
でいるとします。それを「心のコップが上を向いている」
と言います。「心のコップ」というのは、他人の話を聞
きとる耳のことです。「心のコップをふせる」というの
は、他人の話を聞き入れないことです。「心のコップを
上向きにする」というのは、聞き耳をしっかり立てて、
他人のことばを素直に聞きとり、自分に生かすことです。
まず、大人が、素直に自分のコップの器を大きくして、
子どもたちの話を真剣に聞いて、真剣に答えてあげるこ
とで｢心のコップ｣を上に向けることができると思いま
す。そして、少しずつ貯めてあげ、共に成長できればと
願っています。
体育祭「開会式」風景

体育祭 全員が最後の最後まで全力

学級
なかなか安定しない天気が続きましたが、この日は、 種目 順位
風もなく、好天に恵まれ ました。当日は多くの保護者・ 総 合
地域の方においでいただき、例年以上に盛大なものとなり 学年種目
ました。すべての競技で、最後まで一生懸命な選手達の姿 全員リレー
は、何より感動を呼ぶものでした。クラスプレートも、ク クラス
ラスの思いが強くあらわれており、体育祭を盛り上げまし プレート
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た。熱く、さわやかで、思い出に残る体育祭となりました。
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「さいたま市学校安心メール」 ６月５日（火） 教育委員会から全登録者にテスト配信実施
「さいたま市学校安心メール」へのご登録ありがとうございます。「教育委員会からの確認メール」が全登録者に
テスト配信されます。届かなかった場合には、ヘルプデスクに連絡をしてください。（学校ではないので注意してください。）
【ヘルプデスク】０１２０−５００−３７１（固定電話専用）平日９：００〜１７：００
連絡期間６月６日（水）〜６月２９日（金）まで
※昨年度まで使用した「ラインネット」を、今年度から、この「さいたま市学校安心メール」に変更しました。お間違えありませ
んよう注意してください。これから登録される方は、学校より以前配布しました「お知らせ」をご覧ください。

学校総合体育大会 ２日(土)から
あいさつ運動
５月２４日 第１回
３年生にとって最後の大会「中学校総合体育大会」 あいさつ運動を保護者の方と一緒に行いまし
が２日(土)から各会場で実施されます。この大会は、 た。今後ともご協力をお願いします。
県・関東・全国へつながる大会です。皆さんの活躍
に期待しています。各部の初戦は以下のとおりです。 教育実習生 5月21日(月)〜3週間又は4週間
天体ショー (金環日食)
(団体戦のみ掲載 「時間」はあくまでも目安です。)
本校卒業生の学生が現在教育実習を実施して
5月21日（月）
部 活
野 球
サッカー
ソフトボール
男バスケ
女バスケ
男バレー
女バレー
男テニス
女テニス
男卓球
女卓球
男柔道
女柔道
相 撲
男剣道
女剣道
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試合日
対戦校
会場
開始目安時間
３日 VS片柳
市営大宮 11:00
２日 VS大宮八幡
堀崎Ｇ
10:00
２日 VS常盤
荒川Ｇ
10:00
３日 VS三橋
大宮体育館14:40
２日 VS南浦和
岩槻中
14:40
２日 VS木崎
槻の森
10:00
４日 VS二東or本太 槻の森
11:30
３日 VS原山or三橋 浦和総合 10:30
４日 VS七里or指扇 浦和総合
9:30
６日 VS植水春野木崎 記念総合12:30
６日 VS八幡植竹大成 記念総合10:00
５日 VS日進or常盤 大宮武道館 11:30
５日 VS春里
大宮武道館 午後
８日 VS与野西三室
桜木中 10:15
２日 VS与野東or白幡 大宮武道館 13:00
２日 VS栄東
大宮武道館11:00
30日､７月1､2日
駒場スタジアム

おります。どうぞよろしくお願いします。

１年生はじめての読み聞かせ
５月１１日（金）
ボランティアさん
のお話に引き込ま
れていました。

石川先生撮影

宮原子どもまつり5/27（日）
宮原公民館において,子ど
もまつりが行われました。
吹奏楽部の演奏や美術部の
作品が展示されました。

自転車の乗り方スキルアップ集会
５月２９日（火）自転車の安全な乗り方を確認する
集会が行われました。自転車は軽車両です。最近では、
被害者だけでなく、加害者になることも多いです。油
断・過信、また、これくらいと思わず、ルールを守り、
乗車してください。

給食費等口座振替のお知らせ

６月の給食費・教材費等の口座振替日は１１日（月）
です。ご協力のほどお願いいたします。

６ 月 の 行 事 予 定
１日（金）朝礼（壮行会）内科検診３−６〜９組
１８日（月）朝礼
２日（土）学校総合体育大会〜８日
１９日（火）吹奏楽部研究発表会（戸田市文化会館）
４日（月）給食なし 学年内授業
２０日（水）中央委員会
５日（火）給食なし 学年内授業
２１日（木）歯科検診1年全クラス２−１〜５組
８日（金）３年生読み聞かせ
テスト前部活動停止 ３年生進路説明会
９日（土）３年生修学旅行前日指導10:00登校
２２日（金）２年生読み聞かせ 生徒総会
１０日（日）３年生修学旅行〜12日京都奈良方面 ２３日（土）ノーテレビ・ノーゲームデー
１１日（月）衣替え完全実施
２７日（水）第２回あいさつ運動
１３日（水）３年生振替休業日
２８日（木）１学期期末テスト １日目
１４日（木）授業順変更⑤⑥①②③④ 3年登校10:15 ２９日（金）１学期期末テスト ２日目 ⑤金の６
１５日（金）1年生読み聞かせ 専門委員会
３０日（土）陸上学総〜２日
歯科検診2−6〜8組3年全クラス
※６月の下校時間は６：３０です。※５月の安全点検の結果、異常は認められませんでした。
※さいたま市立宮原中学校携帯電話サイト http://miyahara‑j.saitama‑city.ed.jp/i/
※本校は、携帯電話サイトで学校行事案内や緊急情報等を提供しています。
宮原中花だより

来賓玄関の「アマリリス」が見頃です。ヒガンバナ科 花言葉は「誇り」「すばらしく美しい」です。おなじみの童謡
「アマリリス」の作曲者はフランス国王・ルイ13世という説もあります。体育祭もすばらしく美しい生徒達の活躍がみ
られました。大会でも宮原中生の誇りを胸に、心のコップを上に向け、全力でのぞんできてください。

