
凡 事 徹 底！ 

   令和４年９月１日 

第九中だより第６号  
    

校長  村 松 弘 一 

 いよいよ2学期が始まりました。始まったばかりといえども、５日(月)から

２年生八ヶ岳移動教室、１８日(日)からは修学旅行と、学校生活は９月から全力

疾走といった感じとなります。 

暑さも落ち着きつつあります。まずは生活リズムを整えて、学びに向かう姿勢

を取り戻しましょう。1年生も、来月10月5日(水)からは八ヶ岳移動教室があ

ります。待ち遠しいですねぇ。 

2学期は、10月29日(土)に学習発表会も実施予定です。1学期の運動会に続き、もう一つの大行事

の成功を期待しています。充実した、2学期にしていきましょう。 

『凡事徹底』という言葉を、みなさんは知っていますか？凡事
ぼ ん じ

徹底
てってい

とは、読んで字の如く、「何でも

ないような当たり前のことを、徹底的に行うこと」、「当たり前のことを、他人の追随を許さないほど徹

底的に極めること」という意味です。 

メジャーリーガーの大谷選手のように、大成するのには才能が必要だという人もいますが、何でもな

いようなことを極めるほどやり込むことで高みに到達するこができます。日米通算 4367 安打を放っ

たイチローさんは「小さいことを積み重ねるのが、とんでもないところへ行くただ一つの道」だと言っ

ています。 

スポーツなら筋トレなどの基礎練習などを、毎日少しずつ、欠かさずやることを徹底します。すると

いつしか、体力や筋力が向上して基礎力が身に付きます。その上で技能を磨けば、自然と上達するでし

ょう。このことは、勉強でもそうです。 

例えば、毎日英単語を10語暗記しようとします。１年365日で、1年間で 

3，650語、中学校３年間で、１０，９５０語覚えることができます。一般的に 

大学入試で必要とされる英単語数は、4000語～6000、7000語位と言われてい

ます。地道に英単語を全部暗記したら、大学入試といえども英語の語彙力は余裕です。

人間は、忘れる生き物ですから、暗記した単語でも、身に付くまで繰り返し、繰り

返し復習することは必要です。 

他の分野でも当然のことですが「基礎を極める」大切さは同じです。この「当たり前を徹底する」こ

とは意外と難しく、根気と精神力がなければなかなか続きません。自分はこうなりたいという目標をし

っかりと立て、その目標を必ず達成できると信じて、あきらめることなく努力を積み重ね続けられる意

志が不可欠なのです。私も凡事徹底をしていれば、また別の生き方をしていたかもしれませんが・・・ 

とりわけ、学校生活での凡事徹底は、コロナウイルス感染症対策です。手洗いの励行、給食

中に準備の時間から私語はせず、食べるときは黙食の徹底、体育時の更衣では、更衣室で

話をしない等々。 

引き続き、感染症対策にも十分留意しつつ、日ごろの学習活動に取り組んでいきましょ

う。 

〒113-0021 

東京都文京区本駒込3-28-9  
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表彰と報告（部活動、各種活動等） 

活動の名称 実績・連絡・案内等   （敬称略） 

柔道部 

文京区立中学校総合体育大会 男子団体戦 優勝 

              女子団体戦 優勝 

文京区立中学校総合体育大会 男子個人２学年の部 第１位  

                  １学年の部 第１位  

                        第３位  

                        第４位  

                        第５位 

              女子個人２学年の部 第２位  

                        第３位  

第四ブロック夏季大会       女子軽量級  第３位  

                 男子73kg級 第３位  

                 男子73kg級 第５位  

剣道部 

第四ブロック夏季大会    女子団体の部 第３位 

文京区立中学校総合体育大会 女子団体の部 第１位（文林中との合同チーム） 

                     第３位（第九中チーム） 

              男子団体の部 第３位 

              女子個人の部 第１位  

初段 昇段         ２名 

陸上競技部 

都大会出場者  2年生100ｍ  

        低学年リレー（1年2名、2年2名）  

文京区民陸上競技大会 男子文京区民（総合）中学  男子最優秀選手  

100m   第１位  

    第２位  

                        200m 第１位  

400m    第１位  

第２位  

1500m 第２位  

第３位  

 走高跳   第１位  

走幅跳    第１位  

第２位  

第３位  



 

 

 

 

 

 

                      4×100m  第１位 文京九中A 

文京区民陸上競技大会 女子文京区民（総合）中学   女子最優秀選手  

100m 第１位  

                                                                                     走幅跳 第１位  

4×100m  第１位 文京九中 

足立フレンドリーナイター陸上競技大会 男子中学共通800m 第７位  

                   男子中学共通走高跳 第６位  

足立中学校陸上競技選手権大会     男子中学２年100m 第５位  

                   男子中学共通400m 第７位  

バレーボール部 

文京区立中学校総合体育大会 男子 優勝 

東京都バレーボール中学生大会 男子出場 

久留米カップ 男子 第３位 

野球部 文京区立中学校総合体育大会 第３位 

バドミントン部 

文京区立中学校総合体育大会 女子団体の部 第３位 

              男子シングルス 第２位  

第３位  

              女子ダブルス  第３位  

              １年女子シングルス 第１位  

バスケットボール部 文京区立中学校総合体育大会 男子 第３位 

吹奏楽部 

東京都中学校吹奏楽コンクール 銀賞 

文京区立中学校連合演奏会 参加 

東京都吹奏楽連盟 吹奏楽部リーダー表彰  

歯と口の健康づくり 

２０２２ 

よい歯の作文 優秀賞 １年   ３名 

 



９月行事予定表 

日 曜 学  校  行  事 日 曜 学  校  行  事 

1 木 
始業式 防災引き渡し訓練 

八ヶ岳移動教室前健康相談（2年） 
16 金 水泳指導終 立会演説会 

2 金 給食始 生徒委員会 17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月 敬老の日 

5 月 八ヶ岳移動教室始（2年） 20 火 修学旅行 終（3年） 

6 火  21 水  

7 水 八ヶ岳移動教室終（2年） 22 木   

 木  23 金 秋分の日 

９ 金  24 土  

10 土 道徳授業地区公開講座 オープンキャンパス 25 日 プチクレイシュ運動会 

11 日  26 月 生徒会朝会（部長） 

12 月 
安全指導 生徒会朝会（委員長） 

鼓童交流学校公演 
27 火  

13 火 演劇鑑賞教室（2年） 28 水 検定学習会（数学） 

14 水 検定学習会（英語） 29 木 中間考査 八ヶ岳前健康相談（1年） 

15 木 修学旅行前健康相談（3年） 30 金 中間考査 英語検定 

 

文京区教育ビジョン      道徳授業地区公開講座の御案内 

 
子どもの心の荒れやいじめ、規範意識の低下、人間関係能力の低下など、子どもの心の危機が叫ばれています。

そのような中で、学校現場での心の教育の在り方や、その要としての道徳科の授業の在り方が一層問われていま

す。 

 さて、この度、本校では「文京区教育ビジョン・道徳授業地区公開講座」を下記の要領にて開催することになり

ました。本講座は、学校関係者、保護者や地域の方々が、道徳科の授業の参観を通し、子どもの心の教育について

協議を深めることをねらいとしています。御多用中とは存じますが、ぜひ多数御参加くださいますようお願いし

ます。 

   日  時   令和４年９月１０日（土）     

   内  容    (1)授業公開(全学級)      ８時４０分～ ９時３０分 

(2)講演会         ９時４５分～１０時３０分 

演題 いのちの講話 

――いのちを多面的・多角的にとらえ、 

いのちを大切にしようとする心を育てる―― 

            講師 実践女子大学 

              福田 鉄雄 先生 

(3) 意見交換会   １０時３５分～１０時５０分 

   ・校長挨拶、本校の道徳教育、意見 

修学旅行 始（3年） 

振替休日（3年） 

 


