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春めいた日差しがまぶしいこの季節、生徒の皆さんは新しい学年や進路を間近にひかえて、胸膨らむ思いでい
ることでしょう。そんな皆さんに、今日はこんなクイズをしたいと思います。
①childness、②childlike、この2つの英単語の意味の違いをご存じでしょうか？正解は、①childnessは『子どもっ

ぽさ、幼稚』、②childlikeは『子どもらしい、純真な』という意味です。どちらも一見似ていますが、「子どもっぽい人」
と言うと、例えば「大人への一歩を踏み出すはずの成人式で荒れる成人」等、あまり良くないイメージが浮かびま
す。一方、「子どもらしい人」と言うと、例えば「子どものようなきらきらした好奇心や感動する心を持っている人」と
いったような、良い意味合いが感じられますね。
成長して「大人になる」ということは素晴らしい事ですが、それと同時に、大人になっても良い意味での「子どもら

しさ」を持ち続けられたら、それは素敵な事だと思うのです。あなたの心の中にも必ずある子どもらしさ、「子どもの
ようなきらきらした好奇心や感動する心」を、これからもどうぞ大切にしていってくださいね。

三年生の皆さん卒業おめでとうございます。今、皆さんは旅立ちのときです。大いなる人生の船出に当たり、はなむけの言葉を贈り
ます。
それは「四季の心」です。四季とは、四つの季節のことです。春の心、夏の心、秋の心、冬の心を持ってほしいと思います。「春、夏、

秋、冬」のそれぞれの季節を表す言葉が持つイメージやそれが表す心を持ってほしいと願っています。
まず「人と接する時には、暖かな春の心で！」。春については、春風・春先・春めく・陽春・春日などの言葉があります。これらの言葉

からは、穏やかでのんびりとした感じ、暖かで心がゆったりする感じを受けます。そこで、人と接する時には、穏やかで暖かな春の心で
対応してください。そこから、思いやりの心、他人を大切にする心、相手の立場になって考える心が生まれてきます。
次に「物事に挑戦する時には、燃えるような夏の心で！」。盛夏・炎夏・炎熱などという言葉がありますが、夏は万物が燃えるイメー

ジがあり、若さを発散する最適な時でもあります。学習・運動・遊びなど、物事に挑戦する時こそ、夏の心・燃える心でぶつかってくださ
い。頑張るほど夢や目標がつかめてきます。

三番目は「考え、判断を下したりする時には、澄み切った秋の心で！」。秋には、秋空・秋高し・秋澄む・涼
秋・清秋といった言葉があります。これらの言葉からは、澄み切った・澄み渡った・濁り気のない感じを受けま
す。人の話を聞く時・物事を考える時・判断する時などには、先入観や邪心にとらわれることのない、澄み切っ
た素直な心で対処してください。素直な心は、真実や真理をつかむ働きのある心です。
最後に「自分を責める時には、自分自身を振り返る時には、厳しい冬の心で！」。冬という言葉からは、寒

さが猛威をふるい、すべてのものが首をすくめ、じっと春の訪れを心待ちする厳しさが感じられます。冬ごもり・
冬眠・厳冬という言葉があります。冬の厳しさを表しています。厳しさはどんな時に求められるでしょうか。厳し
さを求めるのは、自分自身に対してであってほしいと思います。人に優しく、自分に厳しく。
この「四季の心」を持って、これからの人生に立ち向かってください。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
米廣先生（社会） 奥村先生（英語） 山下先生（家庭） 深堀先生（英語） 敷村先生（保体）

● ● ● ● ●

T
1 11 Ｆ

● フライト 小学校の
● アテンダント 先生 ● ●

2 12
2-6副
高田先生（技術） ● 医師 童話作家 2-6
S アクションスター ● 荒井先生（社会）

Ｇ
3 13

●

● 探検家 警察官 ●

消防士 ●

2－1・2副 4 14
三家本先生(国語） 心理学者 2-7
R ● オリンピック 精神科医 三浦先生（国語）

選手 ● Ｈ

● 5 15
コンサート 体育教師 ●

● スタッフ 消防士
警察官 ●

國川先生（保体）
Q 6 16 2-4副

笹田先生（数学）
● 教師 本屋さん ● I

● 出版社
●

7 17
１学年 研究をする
幸田先生（理科） ● 小説家 仕事 ●

P 映画監督 2-3・5副
松本先生（理科）

8 18 J

● ● 航海士 体育の先生 ● ●

9 19
増谷先生（保体）
O ● 大工 保育士 ● 2-全副

中村先生（保体）

10 20

● 戦闘機のり 美術関係の ●

テニスのプロ 仕事

中原先生（美術）
● ● ● ●

N M L K

業務 事務 事務 事務
堂河内先生 加藤先生 石井先生 今園先生

さて、クイズです。
中学校時代（？）の先生は？当時
の夢がヒントです。
線で結んでみましょう！！
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バレー サッカー 野球 ソフトボール

団体 個人 団体 個人 団体 個人 女子 男子 団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体

区 参加 参加 シングルス ３位 ベスト16 不参加 参加 ２位 ２位 --- --- --- --- --- --- 参加 ３位 優勝 ３位 ２位 ３位 優勝 男６位 男800・２位 女200・8位

選手権 ５位 （２名） 女２位 男1500・２位 女800・1,3位

男3000・２位 女1500・3位

女四種・3位 女100Ｈ・2,4位

市 不参加 不参加 シングルス 参加 参加 不参加 不参加 ２回戦 参加 ３位 参加 ２位 44㌔級 ２回戦 ベスト16 ９位 ２位 ２回戦 参加 ３位 ３位 男４位 ２年男1500・２位 女200・5位

選手権 参加 進出 ３位 進出 進出 女３位 ３年男1500・1,2位 女800・3,4位

女400Ｒ3位 男800・2,7位 女1500・3,6位

48㌔級 男3000・２位 女100Ｈ・1位

1位 女四種・3位

2部 2部

男3000・２位 女800・3位

男1500・1,3位

全国 女400Ｒ3位 男1500・1,8位 女800・6位

通信 男3000・7位 女100Ｈ・1,4位

県 不参加 不参加 不参加 参加 参加 参加 44㌔級 参加 ベスト8 不参加 不参加 ベスト8 参加 女６位 男1500・5,6位 女100Ｈ・1,7位

選手権 参加 女400Ｒ2位 女200・6位 女四種・5位

４８㌔級 女800・8位

２回戦

中国 --- ２回戦 不参加 女100Ｈ・1位

大会 進出

全国

大会

地区 ブロック 参加 参加 --- ２回戦 --- 参加 ３位

大会 ３位 進出

区 ５位 参加 シングルス ３位 --- 不参加 --- ２位 ２位 ３位 --- 参加 優勝 1・3位 ３位 ベスト８ ３位 --- ---

総体 ５位・７位 ２組

市 参加 不参加 参加 参加 参加 不参加 参加 ベスト8 ２回戦 ５位 参加 ２位 ４８㌔級 ＡBチーム 参加 ２回戦 ３位 参加 ２回戦 ３位 ３位 男4位 1年男高飛び8位 女100・2位

総体 ３位 参加 進出 ベスト8 進出 女3位 1年女100・6位 女200・7位

1年女200・6位 女800・2,8位

1年男400Ｒ6位 1年女800・6位 女1500・5,6位

1年女子400Ｒ7位 1年女80Ｈ・4位 女100Ｈ・1,7位

1年女3位 1年女走幅跳3位 女四種・2位

女子400Ｒ2位 男400・7位 オープン3000・3位

オープン女400Ｒ3位 男800・2,5位 オープン100・3位

男3000・1,2位 オープン800・2位

県 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 参加 不参加 参加 48㌔級 不参加 雨天中止 不参加 不参加 参加 ３位 女4位 男3000・3位 女100・3位

総体 参加 女400Ｒ・1位 女200・8位 女100Ｈ・1,8位

女800・6位 女四種・5位

市総 男2位 男1区・1位 男4区・3位

駅伝 女3位 男2区・1位

区 ２位 ３位 参加 参加 参加 不参加 不参加 ３位 ３位 ３位 1年軽・3位 不参加 不参加 参加 --- 優勝 --- ２位・３位 優勝 ３位 ---

新人 1年重・3位 ２・３位

市新人 ２回戦 参加 不参加 不参加 不参加 ベスト8 ベスト8 ２回戦 ベスト16 ２回戦 ベスト16 ２回戦 ベスト32 参加 3位 女400Ｒ・8位 男400・8位 男800・2位

進出 進出 進出

ＪＯ 女100Ｈ・9位

中国 男12位 男1区・3位

駅伝 女28位 男2区・2位
女8位

【吹奏楽部】
広島県吹奏楽コンクールＡ部門 銀賞

【演劇部】
広島市演劇部講習会 最優秀賞
広島市中学校文化連盟総合文化祭 開会式出場
中・高校生によるヒロシマの継承と発信 プレゼンテーション 最優秀賞

教養委員会メンバー
2学年の先生クイズ（5ページ） 127号担当
Ａ＝ 13 Ｅ＝ 2 Ｉ＝ 18 M= 5 Q= 3 玉田 （1-3）
Ｂ＝ 16 Ｆ＝ 14 Ｊ＝ 15 N= 10 R= 6 本野 （1-6）
Ｃ＝ 12 Ｇ＝ 11 K＝ 8 O= 20 S= 7 土井川 （1-7）
Ｄ＝ 1 Ｈ＝ 19 Ｌ＝ 17 P= 4 T= 9 中原 （2-2）

中村 （2-4）
三和中学校 黒河 （2-6）
etjh0101@sanwa-j.edu.city.hiroshima.jp 高田先生
http://www.sanwa-j.edu.city.hiroshima.jp/ ご意見をお待ちしています。 奥村先生

委員長 四方 (2-1)
☆『清流』タイトルレタリング・美術部の満生さん（3-1）作 副委員長 北瀬（3-2）

はつかいち駅伝

バトミントン 卓球（男子） 卓球（女子） バスケット 柔道（男子） 柔道（女子） 剣道 テニス（男子）

男3000・予選13位

女100Ｈ・準4位

テニス（女子） 陸上

個人

今年度は、カラー印刷へ変更して125・126・
127号をお届けしました。先生方に協力して
いただき、昔の写真も紹介出来ました。併せ
て、三和中の元気の源である『クラブ活動』
を特集にしてみました。1年間教養委員会の
活動を応援していただき本当にありがとうご
ざいました。
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