
 

 

 

令和４年度も残すところ１か月となりました。３年生にとっては、年明けから本格的に始まった入試も、

先週、県公立高校の試験が無事終了しました。３年生が登校する日も、１０日余りとなりました。残りの中

学校生活を、４月からの新しい生活へのスタートのために大切に過ごしてください。そして、１・２年生は、

スキー宿泊学習、修学旅行と大きな旅行的行事を見事に成功させ、個人として、集団として成長することが

できました。４月までの残りの期間を１年生は先輩となるための、２年生は最上級生となるための準備期間

としてください。 

さて、令和４年度 第４６回卒業証書授与式が、３月１５日（水）に行われます。今年は、３年ぶりに在校

生（２年生だけですが）も参加します。そこで、卒業式を迎えるにあたり、その意義や参加するにあたって

の心構えについて伝えたいと思います。 

「卒業式」は、「学校行事」の中で「儀式的行事」に位置づけられるもので、「最大の学校行事」「中学校生

活最後の学習発表の場」と形容されたりします。そして、学習指導要領では「学校生活に有意義な変化や折

り目を付け厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機づけとなるようにすること。」をねらい

として行うよう示されています。そういう意味で、中学校の卒業式は、自分たちがこの３年間を思い出し、

卒業し、次のステージに進む機会としての場と考えられます。しかし、それだけでなく、自分たちが、３年

間中学校で過ごす中で関わったすべての人に感謝する場でもあると思うのです。３年間、学校に無事に通い

続け、辛いことがあっても乗り越えられたり、多くのことを学んだりすることができたのは、家族や友だち、

地域の方々や先生の支えがあったからです。中学校の卒業式は，今まで支えてくれたすべての人々に感謝の

気持ちを表す式でもあるのです。また、これまで支えてくれた人たちに感謝するだけでなく、義務教育を終

えた自分たちが、これからは少しずつでも、「社会の一員としてまわりの人を支えていく」という決意を表

す場でもあるのです。 

それでは、中学校の卒業式が決意や感謝を表す場であるとしても、卒業生すべてが、また、式に参加する

在校生のすべてが、式の中でそれを言葉で伝える機会はありません。では、どうやって伝えるのでしょう? 

それは、卒業生や式に参加する在校生一人一人の態度で伝えるしかありません。一人一人の態度が卒業式に

見合ったものであれば、必ず感謝や決意の気持ちが伝わるはずです。卒業式にふさわしい態度のためのキー

ワードは「厳粛」です。「厳粛」とは、辞書で引くと「まじめで真剣なさま、心が引き締まるさま」とありま

す。具体的には、「卒業式にふさわしい身だしなみをすること」「起立・礼・着席などの動きをしっかりと行

うこと」「呼名に対してしっかりとした返事をすること」「心を込めた合唱をすること」２年生は、服装や頭

髪などの身だしなみや起立・礼・着席といった礼儀作法はもちろんのこと、卒業

生の姿をしっかりと目に焼き付け、「最高学年となるためのスタート」として決

意を持って参加してほしいと思います。１年生は、式には参加しませんが、三年

生の卒業を心から祝福し、感謝の思いを持って、三年生を送る会や卒業生へのフ

レーズの取り組みや、前日の準備に臨んでほしいと思います。そして、三芳東中

学校のよき伝統を引き継ぎ、発展させ、よりより校風を築く素晴らしい卒業式に

してください。みなさんの頑張りに期待しています。 
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 １年生は、１月２０・２１日の一泊二日で新潟県のムイカスノーリゾートにスキー宿泊学習へ、２年生は、

２月５・６・７日の二泊三日で京都・奈良へ修学旅行に行ってきました。どちらとも大きなけがや病気、事

故もなく無事に終了することができました。コロナ禍で、ここ２年、宿泊学習が中止になったり、延期にな

ったりと大変な時期が続きましたが、今年度は、予定通りに実施できました。１・２年生とも生徒による実

行委員会を中心に、自分たちでルールを決めたり、イベントを企画したり、行動計画を立てたりしながら、

目標を達成できました。中学校時代のよき思い出も作ることができたのではないでしょうか。今回の取り組

みの成果をこれからの生活にぜひ生かしてください。 

 

 

今年も１年生で、総合的な学習の時間に、学年の

先生方と養護教諭の有田先生が連携して、「輝く命

～かけがえのないもの～」をテーマに命の学習を行

っています。「生命誕生」についてビデオ視聴した

り、「小さな命を感じとる」という主題で、妊婦体験

服や新生児の模型を使った体験学習を行ったりし

て、自他の命の大切さについて考えました。 

三芳町教育委

員会の主催で、

町内の小中学校

をオンラインで

繋いで実施され

ました。各学校

の代表者が、いじめを未然に防止したり、解決し

たりするための取組について、その内容や成果

について発表するとともに、三芳町の小中学校

でできる取組について意見交換を行いました。 

本校からは、生徒会本部役員の生徒が参加し、

活発に意見交換を行っていました。他の生徒は、

サミットのようすを各教室で、大型電子黒板を

通して見学しました。 
 

小中一貫教育の取組として、唐沢小・竹間沢小の

６年生に、中村有平先生と檜森先生が社会科と数学

の授業を行いに、３年生の代表者が、中学校生活の

説明に伺いました。どの学級も、先生や中学生の話

に真剣に耳を傾けていました。４月からの中学校生

活が少しでもスムーズにできるようになればと思

っています。 

ＰＴＡの環境対策委員と本部役員の方々が、

お休みの中、集まっていただき、プランターや

花壇に花を植えていただきました。卒業式にむ

けて、校内がとてもきれいになり、卒業生を温

かく送り出す準備が整いました。ご協力をいた

だいた皆様、ありがとうございました。



「入賞した生徒のみなさん、おめでとうございます。」 

地区書きぞめ展覧会  

推薦 ２年 さん     

特選 １年 さん さん さん さん さん 

 ２年  さん さん さん さん 

 ３年 さん さん さん さん  

  さん さん    

 そら・かぜ さん さん    

優良 １年 さん さん さん さん さん 

  さん さん さん さん さん 

 ２年 さん さん さん さん さん 

  さん さん さん さん  

 ３年 さん さん さん さん さん 

  さん さん さん さん さん 

 そら・かぜ さん さん さん さん  

書きぞめ中央展覧会（県展） 優良  ２年  さん 

埼玉県ジュニア選手権バレーボール大会 Ａブロック２位 １年 さん・さん 

三芳町新春ロードレース大会 男子1.5km １位 ２年 さん 

 女子3.0km １位 ２年 さん 

 男子1.5km ２位 ２年 さん 

 女子1.5km ２位 １年 さん 

 女子1.5km ３位 ２年 さん 

第34回入間東部地区中学校オープン卓球大会 １年女子の部 ３位 １年 さん 

バレーボール１年生交流試合２０２３ 優勝 女子バレーボール部 

令和4年度埼玉県郡市対抗学年別中学生 
１年 さん さん 

ソフトテニス大会 入間東部代表 

 

令和4年度人権文集「こころ詩」 優秀賞 １年 さん 

 

埼玉県児童生徒美術展 特選 ２年 さん  

  ３年 さん  

埼玉県児童生徒美術展（入間地区） 特選 １年 さん  

  ２年 さん さん 

  ３年 さん さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜返信欄＞                                                     お名前（                        ） 

１ 水 けやきの日 １７ 金 短縮４時間 学校運営協議会 １・２年保護者会 

２ 木 ３年生球技大会 １８ 土  

３ 金 県公立高入学許可候補者発表 １９ 日  

４ 土  20 月 短縮４時間 １年球技大会 制服検討委員会 

５ 日  21 火 春分の日 

６ 月 職員会議 22 水 けやきの日 短縮４時間 ２年生球技大会 給食最終日 

７ 火 地域学校保健委員会 23 木 短縮３時間 大掃除 

８ 水 三年生を送る会 一斉専門委員会 けやきの日 24 金 修了式 

９ 木 PTA運営委員会 25 土  

10 金 卒業式予行 26 日  

11 土  27 月 学年末休業日 

12 日  28 火 ↓ 

13 月  ２９ 水 ↓ 

14 火 学校朝会 卒業式準備  ３０ 木 ↓ 

15 水 第４６回卒業証書授与式 １年臨時休業日 ３１ 金 ↓ 

1６ 木  ＊変更がある場合には、その都度ご連絡します。 

春分の日…自然をたたえ、生物をいつくしむ。 


