高く志を抱き 心豊かに
たくましく生きる生徒の育成
心を磨く生徒 本気で学ぶ生徒 体を鍛える生徒
学校発展の原動力「信頼・責任・協力」を大切にし，
「文武両道」を実現し，地域と共に歩む学校をめざす

初春に揮毫する

ふるさと深谷 先人に学ぶ ～ 鎌倉殿の１３人 畠山重忠 ～

深谷市書きぞめ展覧会の審査が行われ，
みなさんは，「埼玉県の三偉人」をご存じでしょうか。
幡羅中からは３８名（3年:14，2年:12，
一人は，大河ドラマ「青天を衝け」でドラマ化された深谷市出身
1年:12）の作品が学校代表として選出され の実業家と言えば知らない人はいないと思います。近代日本経済の
ました。昨年度に引き続き，展示会は開かれませんでしたが本 父と謳（うた）われた「渋沢栄一翁」，一人は，全国各地の貴重な
校生徒の作品は，どの作品も味わい深い素敵な仕上がりでした。 書物を集め，２５に分類し６６６冊にまとめた『群書類従』を編纂
その中から，特選に輝いた齋藤 優羽 さん と菊地梨亜奈 さん の し，わが国の学問の礎を築いた盲目の国学者「塙保己一」，一人は
作品が，第74回書きぞめ中央展覧会（県展）へと進みました。 近代日本における女医第１号となった「荻野吟子」の３名です。
渋沢栄一翁は深谷市，塙保己一は本庄市，荻野吟子は熊谷市の出
深谷市書きぞめ展覧会
特選
おめでとうございます！
身です。埼玉県の三偉人が，すべて県北部から出ているのには驚き
齋藤 優羽 さん （３年） 菊地梨亜奈さん （１年）
です。
深谷市書きぞめ展覧会
入選
おめでとうございます！
実は，荻野吟子女史の前に，この「三偉人」の一人に挙げられて
【３年】 課題「自然の宝庫」（行書）
いた人物がいます。鎌倉時代の武士で，関東武士の鑑と称された深
金内 美嘉 さん 五十川詩桜さん 木村 心寧さん 小井圡愛夏さん 谷市の偉人「畠山重忠公」が，その人物です。
田中 菜姫 さん 矢澤 奏乃さん 大岡 心遥さん 坂上 愛華さん
図書室を入ってすぐの机に『畠山重忠一代記』という１０５頁か
中嶋
慧 さん 武藤 愛佳さん 谷津李々菜さん 太田 詩乃さん ら成る絵本が，並べられています。
町田 絢香 さん
その本によると，重忠公が生まれた時代は，平清盛が全盛期の頃
【２年】 課題「春告げ鳥」（行書）
でした。畠山氏は「秩父平氏」の流れをくんでいます。畠山重忠の
安藤 怜衣 さん 藤原 佳帆さん 渡辺 幸誠さん 荒畑 香穂さん 父，重能は，武蔵検行職（現東京・埼玉辺りの荘園を管理・監督す
森
花心 さん 蛭川 百栞さん 増尾美季奈さん 百合川莉子さん る役目）と畠山庄司（武蔵野国男衾郡畠山郷の荘園の雑務を処理す
伊藤 和奏 さん 韮塚 梨紗さん 原澤のどかさん 藤原 未羽さん る役目）を務めていました。
【１年】 課題「大切な命」（行書）
重忠は，幼少より馬（当時の馬は，今のサラブレッドのような馬
五十嵐日和 さん 佐藤 風真さん 大塚 梨由さん 杉原
輝さん ではなかったようです）に乗り，歴史や農業の本，行政書，修養書
茂木 海優 さん 石川 怜和さん 大野 提典さん 平野 由起さん を読むなど，勉強好きな少年でした。河原に行っては大きな石を担
細田 來瑚 さん 森田 あいさん 横山萌々香さん
ぎ薪割りを日課とするなどして鍛錬に励む，とてもたくましい少年
でした。弓や剣術の修行にも熱心で，誰にも引けを取らず，文武両
道の優れた人物でした。
重忠は１７歳のとき，京にいる父に代わり平氏方に付くために出
陣します。戦（いくさ）には間に合いませんでしたが，ちょっとし
日
曜
２ 月 行 事
た誤解から源氏方の武将で，叔父の三浦義澄と戦になり敗北します
１
火 2年英検IBAテスト
ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｯｽﾝ(SUL)
（小坪の戦い）。その汚名を返上しようと挙兵し，三浦義澄の居城
を攻め落とします（衣笠の戦い）。その後，京の父から密書が届き
２
水 交通安全指導日 全校朝会 3年三者面談(希望者)
代々世話になっている源氏方に付くよう命じられます。
重忠は源氏と敵対していましたが，先祖代々源氏に仕えていたこ
３
木
3年三者面談(希望者)
と，三浦氏と戦になってしまった理由を源氏の大将である源頼朝に
４
金 立志式
説明します。頼朝は，重忠の潔さ，立派な態度と人柄が気に入り，
主従関係を結びます。頼朝は，自分の旗印の紋を重忠に与えるなど，
５
土
彼を他の指揮官たちよりも一段高く評価しました。
６
日
やがて，重忠は平家追討のため，源義経に従い出陣します。一の
谷の戦いでの「鵯（ひよどり）越えの逆落とし」は，有名な話です。
７
月
SUL
愛馬「三日月」を背負い，急な斜面を下りていく姿に，他の武士た
ちは重忠の怪力に驚くとともに，馬をいたわる優しい心に感嘆しま
８
火 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄMAX 入学願書等一覧表の郵送
SUL
した。
９
水 3年期末テスト①
一の谷の戦いから１年後，平氏と屋島で戦になります。『平家物
語』の「扇の的」の場面です。『平家物語』には記されていません
10
木 3年期末テスト②
第4回PTA理事会
が，船上の女官が掲げた扇の的を射るようにと義経が最初に命じた
武士は，畠山重忠でした。
11
金 建国記念日
重忠は，体調が優れないため辞退します。『源平盛衰記』にその表記があります。
12
土
その後は，那須与一が見事に的を射切ります。
奥州征伐では，２６歳の重忠が頼朝軍の先陣を務めます。籠城を決めた相手方が，
13
日
城の周囲に堀を築くことを予測した重忠は，鍬や鋤を持たせた武士を揃えます。敵が
14
月
SUL
寝静まった夜中に堀を埋め，味方を勝利へと導きます。重忠の思慮深さを窺い知る出
来事です。頼朝は，平氏を滅ぼして上洛する際に，２７歳の重忠に先陣を務めさせま
15
火
SUL
す。これは，御家人としての最大の名誉であり，いかに頼朝の信頼が，重忠に厚かっ
たかを物語っています。
16
水 学年朝会(2･3年) 生徒会専門委員会
頼朝は最期を迎えるときに，重忠（３６歳）を枕元に呼び，「子どもたちをよろし
17
木 志願先変更期間 学年朝会(1年) 2年ふるさと先生
く頼むぞ。」と，手を握りしめたといいます。頼朝にとって重忠は，最も信頼のおけ
る人物だったのでしょう。重忠は，頼朝の言葉を忠実に守ろうと決心するのでしたが
18
金 志願先変更期間 2年数学検定
この忠節さが，後に悲劇を巻き起こすことになります。
19
土
源氏が滅びた後は，北条氏が権力を握ります。そうなると，北条氏にとって源氏に
忠義を尽くす者は，皆，邪魔者となります。重忠も例外ではありませんでした。
20
日
北条時政は，重忠に謀反の動きがあるとして，息子の義時らに追討を命じます。重
21
月
SUL
忠４２歳のとき，二俣川の戦いで義時と戦い，敗れます。後に，無実の罪を着せられ
たことがわかります。横暴な政治を行っていた時政は，義時らによって追放されます。
22
火 1･2年期末テスト①
公立受検直前指導
その後，執権となった北条義時が，2022年ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」の主
緊急連絡サイトテスト
SUL
人公です。
知勇兼備，質実剛健で清廉潔白，武士の情けを心得，風流にも通じた立派な武将，
23
水 天皇誕生日
畠山重忠。重忠公の業績と人柄を知り，郷土の偉人に思いを馳せ，重忠公のような人
物になりたいと思う人が，続いてくれることを願います。
24
木 1･2年期末テスト② 県公立学力検査
「畠山重忠公史跡公園」に重忠公と愛馬「三日月」の銅像が建っています。重忠公
25
金 1･2年期末テスト③ 県公立実技・面接
の館跡であるこの公園からスタートし，ゆかりの地を訪ねて足跡(そくせき)をたどる
など，重忠公について調べ，ふるさと深谷を再確認してみてはいかがでしょうか。
26
土

２月の行事予定

27

日

28

月

皆様の御理解と御協力をお願いいたします
3年奉仕作業 3年性に関する講演会

SUL

新型コロナウィルス感染症の感染が拡大しています。
３つの密（密閉・密集・密接）を防ぐとともに，感染防止
対策「検温，換気，マスクの着用，うがい・石けんでの手
洗い，手指消毒，咳エチケット」を徹底しましょう。

現在，オミクロン株と思われる感染が急拡大し，新型コロナウィルス感染症による
感染者が増加しています。埼玉県に「まん延防止等重点措置」が適用されたことを受
け，行事の見直しを余儀なくされております。本校では，生徒及び職員の生命の安心
・安全，健康を最優先し，学校における行事の延期・中止・規模の縮小を行っており
ます。現況を鑑み，改めて，皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

お子様をネットトラブル等から守るために，御家庭の御理解と御協力をお願いいたします。

