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「がばいすごかばあちゃん」
校 長 山下 誠二
数年前に、
「佐賀のがばいばあちゃん」に関する本を何冊も読む機会がありました。この本
を書いたのは、島田洋七さん（本名：徳永昭広）で、１９８０年代に、Ｂ＆Ｂというコンビ
で大ブレ−クしたコメディアンです。広島の母親と離れ離れになって暮らしていたときに、
面倒を見てくれた彼のばあちゃんとのエピソ−ドがいろいろと書かれている本です。ちなみ
にばあちゃんの名前は、徳永サノと言います。この本は、今でも愛読書の一つになっていま
す。私の祖母も同じ九州のばあちゃんだったので非常に関心がありました。
「がばい」とは、
「す
ごい」と思われていますが、佐賀の方言で「非常に」という意味です。よって本当は、
「佐賀
のがばいすごかばあちゃん」が正しい言い方だそうです。
（ちなみに、熊本では「がば」と言
って「い」をつけませんでしたが・・・）そういう意味では私の祖母も「がばいすごかばあ
ちゃん」でした。平成１４年２月に亡くなりましたが、お酒もがばがば飲むし、足も大きい
し（２６ｃｍ）
、大変元気でした。商売といって、大きな風呂敷に反物（着物等）を５０ｋｇ
ほど包んで、背中に背負って仕事に出かけていました。
この本の中で、昭広少年は、運動神経も良く、中学生のときは野球部のキャプテン、また、
ケンカも強く、番長のような存在で学校中の有名人でした。よくあることですが、目立つよ
うになると何もしていなくても悪口や陰口を言われたり、意味もなく嫌われたりすることが
ありました。
「何もしていないのに、どうして悪口や陰口を言う奴がいるんだろう。
」昭広少年
が、悔しそうに言うと、
『二、三人に嫌われても、反対を向けば一億人いる。お前の好きな人がおっても、その人
も誰かに嫌われている。お前もいい人やと言われていても、お前を嫌いな人もいっぱいいる。
世の中、それで成り立ってると・・・』
とばあちゃんは言ったのです。この言葉で、昭広少年は、みんなに好かれようと無理をする
ことはないんだという気持ちになれ、スッと肩の力を抜くことができたようです。
いつの時代も人間関係というのは悩みの種です。良い人間関係を作っていくには、人の良
いところを見つけていくのがコツだと思います。｢嫌い｣を言い換えると｢良さがわからない｣
となります。良いところを見つけるのが上手くなっていくと「好き」なものが増えてきます。
誰にだって長所や短所があります。長所をできるだけ見つけていくこと、これ
も昔からあるいつの時代も大切な考え方です。嫌いなものより好きなものがた
くさんあった方が、きっと楽しい毎日を送れるのではないでしょうか。
最後に、サノばあちゃんの名言を一つ。
「おはよう」と言えたらすばらしい。｢こんにちは｣と言えたらカッコいい。
「いただきます｣と言えたら絶好調。
「ありがとう」と言えたら「天才」だよ！
幼児と手をつないで

宮原中学校 新「生徒会」発足
11月2日(金)に、生徒会役員改選選挙がに行われ、12日(月)の引
き継ぎ式を経て、平成24年・25年の生徒会が誕生しました。宮原
中のリーダーとして活躍を期待します。生徒会新聞のタイトルは
「輝望」皆の望みが輝いて叶うようサポートするという意味です。
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「金 賞」受賞 県大会出場へ！
埼玉県地区大会アンサンブルコンテスト
吹奏楽部 クラリネット四重奏・金管八重奏
11月14日（水）県民の日に行われたコンテスト
で、出場した２チームともみごと、「金賞」を受賞
し、１２月１２日（水）と１５日（土）の県大会
出場を決めました。おめでとうございます。
最終下校時刻
１２月は
午後５時です。
暗くなるのが早いです。気をつけて下校してください。

埼玉県中学校駅伝競走大会
11月10日（土）熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
〜たすきにかける思い〜

大健闘 男子９位入賞
宮原中生の代表として、さいたま市で堂々優勝した駅
伝チーム。県大会でも大活躍をしてくれました。まさに、
宮中の誇りです。本当にお疲れ様でした。

三者面談 ありがとうございました。
お忙しい中、三者面談にお越しいただき、ありがとう
ございました。家庭と学校の連携が子どものために大切
です。今後もお気づきのことがありましたら、お知らせく
ださい。

レッツジョインクリーン活動
地域における青少年健全育成の推進や、児童生徒が心
身ともに健やかに成長することを目的として、地域を清
掃美化する活動が１１月１８日（日）に行われました。
これは、旧大宮市から続けられている活動で、今年は、
昨年より更に多くの、３００人以上の生徒が、学校周辺
および通学路等の清掃活動を行ってくれました。

２年生「進路学習会」16日（金）
２２校の上級学校の先生方にお越しいただき、実際の話を
聞くことができました。高校には、様々な特色や学科があるこ
とは、事前に学習していましたが、よりイメージがはっきりし
たようです。来年の進路選択に向けて貴重な学習でした。

北校舎トイレ改修工事終了

1学年 PTA活動「給食試食会」

第4回あいさつ運動10月18日（木）

生徒たちには、不便を掛けていま
したが、トイレの改修工事が終了し、
１１月より使用できるようになりま
した。いつまでも気持ちよく使用で
きるようにしたいものです。

今日の献立メニューは、アップルトー
スト、ひじきのマリネ、白花豆のシチュ
ーと牛乳です。お母さん方もエプロンと
三角巾をつけて配膳。そして「いただき
ま〜す。」１０月３１日（水）実施

第４回目のあいさつ運動は、更に保護
者様の参加も増え、通学路で危険が予想
されるポイントに、教員と共に立ち実施
されました。次回は２月２６日（火）で
す。ご協力お願いいたします。

「人権教育講演会」11月30日（金）
自分自身が過去にいじめられた経験をもとに作った曲で、
広く人々に訴えかけている、プロ歌手の「西村くんとタカ
トシくん」にご講演いただきました。各クラスのいじめ撲
滅スローガンを交え、熱く歌っていただきました。改めて、
いじめについて考えることのできる歌とお話しでした。

給食費口座振替のお知らせ
１２月の給食費・教材費等の口座振替日は、１０日
（月）です。ご協力のほどお願いします。

みんなニコニコ「赤ちゃん・幼児触れ合い体験」
11月１日から３年生は、幼児と触れ合う体験を技術・家
庭科の授業で実施しました。一緒にゲームをして、楽しい
ひとときを過ごしました。これは、さいたま市独自の事業
で、生命尊重教育視点から、自他の生命を大切にできるこ
と、自分がかけがえのない存在であること
を実感させる趣旨で行われるものです。生
徒たちは、幼児と触れ合い、とても明るい
きいきとしたした表情でした。授業後は何
度もバイバイをする姿が印象的でした。

ご平成２５年度教育課程について
現在、来年度に向けた教育課程を検討しています。以下は、主な日程と予定ですが、あくまでも「予定」
または、「案」ですので、今後、変更する場合もあります。ご理解願います。
平成２５年度「始業式」「入学式」「終業式」「卒業式」「修了式」の日程
平成２５年度 主な学校行事計画（案）
【１学期】 始業式・第６７回入学式
終業式
【２学期】 始業式
終業式
【３学期】 始業式
第６７回卒業証書授与式
修了式

４月 ８日（月）
７月１９日（金）
８月２８日（水）
１２月２４日（火）
１月 ７日（火）
３月１４日（金）
３月２６日（水）

１学期 ・体育祭
５月１８日（土）
・学総大会
６月１日（土）〜
・修学旅行
６月1２日（水）〜１４日（金）
２学期 ・新人大会
９月２８日（土）〜
・合唱コン １０月１８日（金）市民会館おおみや
３学期 ・舘岩少年自然の教室（日付は未決定です）
・県公立高校学力検査 ３月３日（月)
・県公立高校実技検査・面接 ３月４日（火）
・県公立高校入学許可候補者発表３月１０日（月）

１２月
１２月 の
の 行
行 事
事 予
予 定
定
１日（土）宮原公民館クリスマスコンサート（吹部・合唱部出演） 16日（日）衆議院議員選挙（宮原中投票所）
３日（月）Ｂロ週
17日（月）Ｂニ週
４日（火）１年生授業参観⑤保護者会⑥
18日（火）４５分×５時間授業
５日（水）生徒会専門委員会 ４５分授業
19日（水）４５分×５時間授業 給食終了 食育の日
７日（金）２年生⑤⑥親子集会 ２年生読み聞かせ
20日（木）大掃除 安全点検日 １校時8:35スタート
８日（土）夢 チャレンジ宮原
21日（金）２学期終業式 ３年通知書交付 ３年生受領書提出
10日（月）３年生三者面談（〜１４日） Ａハ週
23日（日）天皇誕生日 ノーテレビノーゲームデー
14日（金）３年生読み聞かせ 選挙会場準備
24日（月）振替休業日
15日（土）土曜授業参観 ＰＴＡ文化公演会③
25日（火）冬季休業日 ３年生受領書提出
・１月７日（月）３学期始業式 ・１月８日（火）給食開始 ・１月９日（水）〜１１日（金）２年生舘岩
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。
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/

３学期の主な行事予定 （予定ですので、変更する場合もあります。ご理解願います。）
３学期の主な行事予定をお知らせします。
１月
２月
１０日（火） 始業式
８日（水） 第２回スペリングコンテスト
１１日（水） 給食開始
９日（木） 学校保健委員会
３年実力テスト
１６日（木） ３年学年末テスト〜１７日（金）
１８日（水） 専門委員会
２０日（月） 県公立高校出願 〜２１日〔火）
１９日（木） 平成２４年度新入生保護者 ２２日（水） ２年舘岩少年自然の教室
説明会
〜２４日（金)
３１日（火） ２年舘岩自然の教室親子説 ２２日（水） １年ミラクルワーク(職場
明会
体験事業)〜２４日（金)
２８日（火） 部活動連絡協議会
２９日（水） 第５回あいさつ運動
３年給食終了

３月
１日 （木）１,２年学年末テスト〜２日
２日 （金）県公立高校学力検査
５日 （月）県公立実技検査、面接
７日 （水）３年生を送る会
９日 （金）県公立入学許可候補者発表
１５日 （木）第６５回卒業証書授与式
１６日 （金）１年授業参観・保護者会
１９日 （月）２年授業参観・保護者会
給食終了
２６日 （月）平成２３年度修了式

