
・中体連･コンテスト 

・人権教育の授業 

発

第1巻 第1号 

 6月15日に熊本市中体連、コン

テスト等の激励会を実施しまし

た。熊本市中体連には野球､女子ｿ

ﾌﾄﾃﾆｽ､サッカー、男女ﾊﾞｽｹｯﾄ､男

女ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ､女子ﾊﾞﾚｰ同好会､男子

ﾊﾞﾚｰ､硬式ﾃﾆｽ､剣道､弓道､柔道､空

手道に出場します。放送部では、

NHK杯全国中学校放送コンテス

トに参加します。思えば、この３

年間、新型コロナのせいで大会と

いう大会が中止になって、先輩た

ちはくやしい思いをしました。 
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 ●中体連がんばれ 

  ※武蔵のように文武二道いわゆる文武両道を目指します。 
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なっており、個人も団体も勝ち進

む姿にたのもしさを感じました。

県大会に進む女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ、空手

は、危なげなく勝っていたと思っ

ていましたが、後から聞けばかな

り緊張していたそうです。熊本市

中体連、一つの節目を経験するこ

とができました。 

 少しはコロナも重症化しないよ

うになって、できることが増えた

ことは、良かったです。私からは

｢あきらめないこと｣｢相手に敬意

をはらうこと｣｢感謝の気持ちを持

つこと｣の３つを話させてもらい

ました。特に、大会はかなり緊張

します。技術とは精神的なものも

含めて技術なのだなと感じます。 
 

●中体連のようす 

 通常通り、大会は開催されたも

のの応援等にまだ制限があり、保

護者や生徒、先生たちも行けずに

残念でした。かなう限り精一杯応

援させていただきました。 

 7月17日に、まず総合運動公園

野球場で、野球部が我が校の初戦

を飾りました。安心メールを見た

保護者の方が、楠中に勝った記事

を見て、｢さいさきがいい｣と喜ん

でいたそうです。サッカー部は、

力合中とあたり、なかなか強豪で

したが、最後まであきらめずに

ボールを追う姿にジーンとしまし

た。会場長として、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ会場

に行きましたが、格段にうまく 
野球部の決意表明の様子。凛として。 

県大会出場を決めた女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ(上)

と空手道(下)の様子です。 

 ●熊本市中体連結果 
 団体戦の結果は右の表の

通りです。女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ、空

手道 形、組手ともに県大会

出場が決定しました。 

 個人で出場するのは、空

手道 形に、３年男子3名、

組手に３年男子1名が熊本市

を勝ち上がっています。 

競技種目 対　戦 結　果 競技種目 対　戦 結　果

野球
対　楠中
対　託麻中

8-5で勝利
4-15で惜敗

男子ﾊﾞｽｹｯﾄ 対出水南中 25-63で惜敗

サッカー 対　力合中 1-4で惜敗 女子ﾊﾞｽｹｯﾄ 対湖東中 18-84で惜敗

男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

対花陵中
対龍田中
順位決定戦
対日吉中
７位決定戦
対桜木中

3-0で勝利
1-2で惜敗

0-2で惜敗

2-0で勝利

女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ

対東町中
対城南中
対帯山中
５位決定戦
対京陵中
対出水中

3-0で勝利
2-0で勝利
1-2で惜敗

2-0で勝利
2-0で勝利

女子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
対九州学院
対出水中

3-0で勝利
0-3で惜敗

女子ﾊﾞﾚｰ
同好会

対　花陵中 0-2で惜敗

空手道

団体形
(対楠、ﾏﾘｽﾄ)
団体組手
対九州学院
対楠中
対長嶺中

優勝

３位
2-1で勝利
2-1で勝利
0-2で惜敗

まだまだ、熱戦は 

続きます！ 



電話: 096（338）5430 

FAX:   096（338）5468 

熊本市立武蔵中学校 熊本市北区武蔵ケ丘4丁目19-1  

http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/

sch/j/musashi/ 

❀保護者や地域の皆様に情報発信ができるよう

ホームページで、学校のようすや行事等は載せ

ていこうと考えています。皆さんからも情報を

お寄せください。 

 6月24日に熊本市教育委員会の

人権教育指導室からの学校訪問が

ありました。これは、委員会の

方々が、｢学校における人権教育

の推進状況や課題の把握に努め、

助言ならびに啓発を行うことと、

人権学習の授業づくりと授業研究

会を通して、教職員の人権学習に

ついての理解を深めること｣を目

的に来校されるものです。 

 今回は、人権教育を視点にあて

た授業を二本実施しました。 

 ●人権教育指導室来訪 

 最後に人権教育指導室の先生か

ら、子どもの自尊感情を育む関わ

り方について、先生方が研修を受

けました。 
 3年2組では道徳の授業があり

ました。水平社宣言とは、日本初

の人権宣言ともいわれる大切な宣

言です。1922年(大正11年)に西

光万吉さんを中心とした差別を受

けてきた部落の人々が、差別から

の解放を目指して創立された｢全

国水平社｣の大会で読み上げられ

たものです。 

 1年1組では総合的な学習の時

間の授業がありました。提示され

た10個の権利について、選択す

る体験活動を通して権利の大切さ

と考え方の多様性を知ることがで

きる教材です。今回は権利を 

①みんなと違っていることを認め

られる権利 ②自分が自由にでき

る時間を持つ権利 ③好きな人と

恋愛や結婚ができる権利 ④いじ

められたり命令されたりしない権

利 ⑤やりたい仕事ができる権利 

⑥毎日きれいな水を飲み、きれい

な空気を吸う権利 ⑦自分の意見

を言うことができる権利 ⑧毎日 

 そして、一番に手放す権利と最

後まで残す権利について、理由を

含めて友だちと意見を発表しあい

ました。実はどれも大切な権利な

のですが、生徒たちはお互いに理

由を聞いて、認め合うことができ

て、良かったです。 

 ●ラブミン研修会 (ミニ講座) 

 ●権利の熱気球（授業1年） 

 ●水平社宣言（授業３年） 

十分な食べ物を食べる権利 ⑨自

分の好きなところに住むことがで

きる権利 ⑩自由に旅行ができる

権利 と提示しました。 

 
 7月2日の土曜授業の日に３年

生は進路説明会が実施されまし

た。部活動の引退をした者も、県

大会に進んだ者も、この夏を節目

に、実力を向上させ進路実現に向

けて気持ちを集中させてほしいで

す。この後の、卒業までの流れを

簡単に説明します。 

7月 第2回進路希望調査,三者面談 

夏休み 高校体験入学 

9月 前期期末テスト14，15日 

10月 共通テスト25，26日 

11月 ・後期中間テスト17､18日 

  ・親子進路学習会１１日 

  ・第3回進路希望調査 

 ●３年進路説明会 

 授業の中では、特に｢人の世に

熱あれ、人間に光あれ｣という文

言の意味を考え、全員で思いをは

せていました。人権学習では、一

人一人が差別に気づき、差別をな

くす行動を続けていくことが大切

です。いつの時代も差別のない社

会でありたいです。 

●体育のプール 

 ６月13日プール開きがありま

した。学級に｢プール掃除を一生

懸命頑張る｣と書いてあるのを見

て、楽しみにしている様子がうか

がえました。楽しく体力をつけて

欲しいです。この酷暑にあって、

熱中症にも気を付けながら、頑

張っていますね。 

12月 三者教育相談、進路先決定 

１月・私立奨学等願書提出、 

   公立前期願書提出 

  ・実力テスト11，12日 

  ・学年末テスト26，27日 

  ・私立奨学・専願入試18日 

  ・公立前期選抜24日 

2月 ・私立一般等願書提出、 

      公立後期願書提出 

  ・私立一般入試14、15日 

  ・公立後期選抜21、22日 

3月 修了式2日、卒業式3日 

  公立後期発表6日 
 

◎見通しをもって、取り組みま

しょう。応援しています。 


