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学校教育目標 「自ら考え進んで行動する生徒」

令和３年１２月２４日発行 文責 田川 一義

＜２学期終業式１２月２４日（金）・校長の話より＞ ～ 一部抜粋 ～

今年の２学期のスタートは、新型コロナウイルス感染症拡大の第5波の影響により、夏休みが８月

３１日まで延長され、９月１日に始業式を迎えました。そして９月１０日までは、教室での対面授業と

自宅でのオンライン授業との分散登校を行いました。あの暑かった夏から今は寒い冬へと季節が変

わり、本日２学期の終業式を迎えることができました。

この２学期を振り返ると、９月３０日に緊急事態宣言が解除され、その後の学校行事については、

様々な制限や規模を小さくした中でしたが、体育祭や合唱祭を実施することができました。これも

藤久保中の皆さんが、日頃の感染対策をしっかりと行ってくれたおかげだと思っています。

３年生は、この2学期に実施した体育祭や合唱祭において、最上級生として１、２年生をしっかりと

リードし、引っ張ってくれました。総合的な学習の時間で取り組んだ劇やエイサー、調査研究につい

ては、分散登校の影響もあり、練習の成果を発表する場を設けられていませんが、ビデオ撮影を行

い、一人一人が全力で取り組んだ活動ができたと思います。体育祭では、最後まであきらめず、がむ

しゃらになって、競技に臨んでいた姿がとても印象的でした。そして合唱祭では、指導者の先生から

「さすが3年生」と言うお言葉をいただくほど、素晴らしい歌声でした。

年が明けると、いよいよ私立高校の入試が始まります。３年生にとって、この冬休みは、クリスマ

スや年末年始、お正月などを心から楽しむ気分とはならないと思いますが、まずは、規則正しい生

活を心がけ、体調管理に十分に気をつけて過ごしてください。そして受験を控え、誰もが不安にな

り、プレッシャーがかかることと思います。それは自分との闘いとも言えます。先日の学校朝礼でも

話をしましたが、受験は団体戦です。これから先、クラスや学年の団結、仲間との絆が大切です。お

互いに励まし合い、支え合いながら受験に立ち向かって欲しいと思います。

2年生は、部活動や生徒会活動などが3年生から引き継がれ、様々な活動の中心が２年生になり、

おおいに活躍、貢献してくれています。そのような中、９月に予定していた新人戦が新型コロナウイ

ルス感染症の影響で中止となってしまったことが本当に残念でした。しかし体育祭や合唱祭では、

中堅学年として頼もしい２年生に成長してくれたように感じています。ぜひこの調子で２月に予定さ

れている修学旅行に向けてがんばっていきましょう。

1年生は、中学校生活も軌道に乗り、夏休みから2学期の学校生活を通して、体育祭や合唱祭で

は、先生たちからのアドバイスを受け、上級生を見習いながら、行事の中では、１年生らしい初々し

さも感じました。心も体も成長し、中学生らしくなりました。１年生のキーワードでもある「考動せ

よ！」、その意味するところの「考えて、行動しよう」が実践できているのではないかと思います。そ

して来年1月11日が３学期の始業式で、まさにその2日後がスキー教室になります。この冬休み中に

色々と準備しておくことが必要です。１年生もぜひスキー教室を成功させていきましょう。

年の瀬である冬休みは、１年の中でも何かとあわただしい時期です。また新型コロナウイルスにつ

いても、新たな変異株もみつかり、決して油断できません。これから先も今まで通り、マスクの着用、

手指消毒、３密を避け、不要不急の外出を控えるなど、感染対

策をしっかりと継続してください。

最後に、冬休みには、１年の大きな節目を迎えます。１２月3１

日で令和3年が終わり、１月１日から令和４年が始まります。

ぜひ年末には、令和３年がどのような年だったかを振り返り、

そして年始には、令和４年をどのような年にしたいか、新しい

目標を立て新年を迎えて欲しいと思います。

それでは、来年１月１１日、新たな希望に満ちあふれ、明るく

元気なみなさんに会えることを楽しみにしています。

来るべき令和４年が、皆様にとって良い年になりますよう、 １２月の総合芸術部の作品

お祈り申し上げます。

心ゆたかに
力してください



三者面談ありがとうございました。 年 末 年 始 閉 庁 日 の お 知 ら せ
保護者の皆様には、１２月７日から始まった全 三芳町内の小中学校は、１２月２９(水)～１月

校三者面談にご来校いただき、ありがとうござ ３日(月)の間、学校閉庁日となります。学校の
いました。限られた時間ではありましたが、具体 教職員は不在となり、電話も留守番電話(音声
的なことについてお話ができ、よりよい学校生 メッセージ)となります。
活や学習活動につながる有意義な機会となりま この期間において、急なご用件等がある場合
した。 には、町教育委員会へご連絡ください。
今後も三者面談に限らず、気になることがあ

りましたら、学校までご連絡ください。 問い合わせ先 電話 ２５８－００１９

☆１２月の表彰(敬称略)☆ アルミ缶回収＜学年委員会＞
・読売新聞社主催第７１回全国小・中学校 １２月１４日(火)、この冬一番の寒さの中、学

作文コンクール都道府県審査 年委員会の呼びかけでアルミ缶回収を実施し
佳作 １－３ 岩波 侑里 ました。今回は、学級対抗で行われ、２年２組が
佳作 ２－１ 妹尾 小雪 回収率１位で

した。
・全国納税貯蓄組合連合・国税庁主催中学生 ぜひ、これ
税の作文 入選 3－３ 東 華乃子 からもアルミ

缶回収はじ
・第２０回りんり俳句大賞・２学期中学生の部 め、ボランテ

銀賞「赤とんぼ追い風に乗りどこまでも」 ィア活にご協
１－３ 石川 翔太郎 力をお願い

銀賞「夕焼けの放送響く帰り道」 します。
２－１ 藤田 心

☆学校表彰(敬称略)☆
・毎学期末に目指す生徒像にふさわしい生徒を表彰しています。

学び賞 思いやり賞 健康賞
１－１ 岩本 佳和 吉田 咲世子 小泉 双葉
１－２ 渡邉 悠 山口 誓夏 最上 将樹
１－３ 岩沢 悠那 今福 美結 吉田 快地
２－１ 本間 呼夏 髙野 花純 松戸 悠真
２－２ 佐藤 隆ノ介 中釜 優大 井上 寛大
３－１ 河合 亮輔 田村 里愛 三浦 陽輝
３－２ 山本 香織 谷口 真菜 武田 拓真
３－３ 上瀧 絢大 中村 百伽 吉田 遥斗

冬休みを迎えるにあたって ～保護者・地域の皆様へ～

明日から１７日間の冬休みに入ります。冬休みは、クリスマスや大晦日、お正月など、イベント事が
続きます。年末は時世もあわただしくなり、お正月には、お年玉として生徒がお金を多く持つことも
考えられます。冬休みは、生徒が事件や事故に巻き込まれやすい時期でもあります。交通事故やSǸS
・インターネット依存など、様々な面で心配が予想されます。そのような中、冬休みは夏休みと比べる
と、ご家族で過ごす時間が比較的多くなるのではないかと思います。家の手伝いや大掃除を一緒に
行うなど、ご家族で一緒に過ごす時間を大切にしていただければと思います。また長期休業明けは、
子どもの気持ちが不安定になりがちです。学校に何かの不安を抱えていると、学校が始まる前に気
持ちがふさぎがちとなります。ご心配になることがありましたら、どんな些細なことでも結構ですの
で、学校までご連絡ください。また地域の皆様におかれましても、引き続き子どもたちの見守りへの
ご協力をお願いいたします。何か気になることがありましたら、遠慮なく学校までご連絡ください。

～お知らせ～ 原田教諭が出産休暇に入りました。
保護者の皆様には、過日文書にてお知らせいたしましたが、２学年副担任・理科担当の原田茉衣夏

教諭が１２月２０日から出産休暇に入りました。代員が着任するまで、担当は次の通りです。
授業について 部活動顧問について

１、３学年理科 → 大木 暁都 教諭 総合芸術部→相原 正 教諭 ・ 増田 貴美 教諭
２学年理科 → 小村 政広 教諭 女子ソフトテニス部→槌屋 貴史 教諭

（三芳中学校兼務） →川崎 正博 教諭



国民の祝日【1/10(月)成人の日】
「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする

青年を祝いはげます」

月 日 曜日 行 事

１ 土 元日 冬季休業日

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

６ 木

７ 金

８ 土

９ 日

１０ 月 成人の日

１１ 火 3学期始業式 避難訓練 総下校１1:４５

１２ 水 給食開始 ④１年生スキー教室事前指導 総下校１６:４５(１/１６まで)

１３ 木 １年生スキー教室

１４ 金 １年生スキー教室 ２学年保護者会 ５時間授業

１月 １５ 土

１６ 日

１７ 月 総下校１７:００(１/３１まで)

１８ 火 学校朝礼 専門委員会

１９ 水

２０ 木 学校研究発表会

２１ 金 ④３年私立入試事前指導

２２ 土 私立入試中心日

２３ 日 私立入試中心日

２４ 月 ⑤２年生人権教育講演会

２５ 火 生徒会朝礼

２６ 水

２７ 木

２８ 金 ⑤新入生体験入学 金①②③④⑤

２９ 土

３０ 日

３１ 月


