
『よさ、とりえ、輝く個性を伸ばし 笑顔あふれる学校』

薩摩藩の教育から学ぶこと

校長 有山 博之
はや、文月になります。保護者、地域の皆様には日頃より本校教育の推進のためにご理解・

ご協力いただき、感謝申し上げます。梅雨の只中、まだまだ、暑く、不安定な天候が続きます。
くれぐれもご自愛くださいますようお願いいたします。
生徒達もこの３か月で一回り大きくなりました。毎日の授業や部活動，生徒会活動や行事を

とおして、心身ともに成長した姿が見られます。1年生は中学校生活に慣れ、２年生は中堅学年
であることを意識し、３年生はリーダーとしての責任を持ち、それぞれの立場で学級、学年そ
して学校のために力を発揮することができました。
学校は、１学期のまとめの時期となります。今学期の振り返りをしっかり行い、来学期につ

なげて欲しいと思います。また、７月２１日から生徒たちは長い夏休みに入ります。せっかく
の長い夏休みですから、だらだらと無駄に毎日を送ることなく、有意義に過ごして欲しいもの
です。ぜひ、夏休みを利用して、普段できないことに挑戦させてください。難しいことに挑戦
させる、易しいことに継続して取り組ませる、いろいろなやり方があると思います。家の手伝
いや地域行事への参加、ボランティア活動の体験等々、家庭や地域で学ぶ機会も設けてみては
いかがでしょうか。
ところで、江戸時代中期から明治期にかけて、薩摩藩（現在の鹿児島県）で行われていた独

自の青少年教育で、「郷中教育」というものがあります。当時の薩摩の城下では城の関係者の移
住地がいくつかの地域に分かれていて、そのまとまりを「郷中（ごじゅう）」と呼んだそうです。
当時は３０くらいの郷中が存在し、それぞれの郷中で、その青少年教育が行われていたという
ことです。「教師なき教育」とも言われますが、それぞれの地域で先輩（２４、５歳）を筆頭に、
学齢期に入るほどの子ども達から、現在で言えば大学生程度の年代の青年までが、先輩から後
輩へ、あるいは同輩同士、学びつつ教え、教えつつ学ぶことを行っていました。そのグループ
では、徳育、訓育、体力つくりを主とし、もちろん読み書きも行われていましたが、この規律
ある教育システムは、多くの成果を挙げていました。会津藩の「什（じゅう）の教育」にも通
じるものがあるようです。その「郷中教育」の中から、日本を支える多くの人材が育ったこと
はあまり知られていないようです。幕末から維新にかけて活躍した西郷隆盛や大久保利通、大
山巌、のちの東郷平八郎など。日本の近代化を支えた多くの人材が、実は非常に狭い地域、現
在の鹿児島県加治屋町という地域から輩出されています。
優れたその教育システムは英国で生まれたボーイスカウトの参考にされたという説もあるよ

うです。また、特記すべきは、それらの青少年教育システムを支えた大人の存在です。歴史の
中ではあまり語られてはいませんが、それらの「郷中」の地域を支える多くの人々の支援の中
で、それぞれの青少年組織が機動的に運営され、多くの成果を挙げてきたのだと思います。い
つの世も「子は国の、地域の宝」です。現在、学校では「主体的、対話的で
深い学び」の実現に向け、授業の質的改善を行い、かつて郷中教育でも行わ
れていた教え合い学習や話し合い活動、調べ学習、体験学習を推進していま
す。コミュニティ・スクールの発想も実はこうした「地域の子ども達、青少
年をよくしたい」という先達たちの強い思いが、私たちの体にも脈々と流れ
ていることの証しではないかと思います。遠い地の先達たちの思いに習い、
長野中学校の子ども達を、地域と共に豊かに支えていきたいと強く思ってい
ます。今後ともご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
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よく考え進んで学ぶ生徒
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１ 木 期末テスト２日目） １７ 土
２ 金 １８ 日
３ 土 １９ 月 (３時間)
４ 日 ２０ 火 終業式・学活
５ 月 ２１ 水 夏季休業日（～８／２６）※３年学力フォローアップ１３：００～１６：００
６ 火 ２２ 木 海の日
７ 水 東部教育事務所学力向上推進担当指導主事学校訪問 ＊６校時ｶｯﾄ 部活動なし ２３ 金 スポーツの日
８ 木 専門委員会 ＊清掃カット ２４ 土
９ 金 ２５ 日
１０ 土 PTA資源回収 ２６ 月 ３年三者面談（～８／６） ※３年学力フォローアップ９：００～１２：００
１１ 日 資源回収予備日 ２７ 火 ※３年学力フォローアップ９：００～１２：００
１２ 月 (５時間)水曜授業①～⑤ ２８ 水 ※３年学力フォローアップ９：００～１２：００
１３ 火 (５時間)①ｶｯﾄ １・２年期末 PTA ２９ 木 ※３年学力フォローアップ９：００～１２：００
１４ 水 (５時間)④ｶｯﾄ ３年・さくら、のぞみ学級期末 PTA ３０ 金
１５ 木 (５時間)④ｶｯﾄ ３１ 土
１６ 金 (４時間)⑤⑥ｶｯﾄ ＊給食終了 ※水曜日は、スクールカウンセラー来校日

６月１日～３日に、３年生にとっては最後の大会となる北

埼玉地区夏季総合体育大会が開催されました。中学時代の部

活動は、生徒にとって以降経験のできない素晴らしいものです。当日を迎えるまでは、

つらく厳しいものであったりもします。やはり本物の感動を味わえる者は、本物の取組

をした者に与えられることを実感したことと思います。惜しくも地区大会で敗れてしま

った３年生。これまでよく頑張って来ました。お疲れ様でした。そしてありがとう！

また、これから県大会に臨む生徒は精一杯自分を出し切ってきてください。

６月１５日、本年度も放送による生徒

総会となりました。今年度の生徒会活動

の内容の審議・決定を各クラスで学級委員を中心に行い ６月２７日（日）

ました。是非、生徒会活動を通して、「自分には何がで 渡邉先生にとっては、

きるのか」という自分に向けた問いの答えを見つけて欲 二人目となる男児が

しいと思います。また、生徒会活動を通して、主体性・ 誕生しました。心から

協働性・創造性を高めてください。 お祝い申し上げます。

○埼玉県通信陸上競技大会 男子４００ｍ２位 3-1横田 幸大

○北埼玉地区夏季総合体育大会

・バスケットボール男子１位（県大会出場） ・ソフトボール２位 ・卓球男子団体３位 ・ソフトテニス女子団体３位

・卓球女子個人シングルス１位 3-4新井 莉叶（県大会出場） ・水泳男子 1500m自由形１位 3-4飯島 優希

・柔道個人１位 1-1森 ゆめの（県大会出場） ・バドミントン個人シングルス３位 3-2石川 悟（県大会出場）

・１年男子１００ｍ１位 1-2増田 大夢 ・男子４００ｍ１位 3-1横田 幸大 ・男子３０００ｍ４位 2-1博田 陸斗

・男子走り幅跳び３位 3-3石島 和広 ・女子走り高跳び３位 2-1豊島 柚羽 、４位 2-3中村 美菜

・女子砲丸投げ１位 3-3内藤 絢珠（※陸上競技の７名は県大会出場）

○管打楽器ソロコンテスト ・チューバの部 金賞 3-3石原 麻耶 ・クラリネットの部 銅賞 3-3石川 聖丞

○行田地区硬筆展

（特選）3-2丸山くらら 3-3田島 七美 3-4松本 夢生 3-4村島 亜虹 2-1松本 陽菜（県展出品） 2-2瀨下陽真莉
2-3渡邉 咲希 2-4小薗江光希 1-1石塚 彩瑛 1-3井上 里緒 1-3栃金 嗣実 1-4大谷 咲花

（入選）3-1内田 優衣 3-1齊藤 琉月 3-1坂本 蒼空 3-2香川真梨乃 3-2鎌田 真綺 3-2豊島 蘭世 3-3石島 和広

3-3佐々木結花 3-3角田 実優 3-3内藤 絢珠 3-4田島 衣織 3-4前田 桃菜

2-1岩上 蒼昊 2-1柿沼 大稀 2-1川崎 未翔 2-1宮内 悠成 2-2栗田 紗衣 2-2小林 愛歩 2-2福地 美夢

2-3井上 羚菜 2-3大澤 拓真 2-3根岸 煌太 2-4深井 千愛 2-4 羽 琴音

1-1髙橋 亮太 1-1田島 実優 1-1吉澤 優 1-2荒井 萌巳 1-2齊藤 優海 1-2羽鳥 彩花 1-3金子 琴音

1-3松本 椛乃 1-3室田 志保 1-4金子友里愛 1-4清水 優衣 1-4関口 穂香


