
 

 

 

 

 

 

夢と希望に向かって   

校長 古家 新一  

 

冷たかった風が少しずつ温かい風に変わり始め、ようやく明るい陽ざしに春の訪れを感じ

るころとなりました。そして、3月19日(金)には第55回卒業式を迎えます。今年度は、新型

コロナウィルス感染症拡大による２か月に及ぶ臨時休校から始まり、そして現在も緊急事態

宣言が延期され発令中の状況です。しかし、振り返ってみると、あっという間に1年が過ぎ

去ったように感じています。  

さて、今年度は１６３名の３年生が思い出をいっぱい心に刻み、新しい世界へと羽ばたい

ていきます。卒業式は「ありがとう」の日です。一年間の中で、たくさん「ありがとう」が

飛び交う日です。そして、新型コロナウィルス感染症の影響で多くの行事が中止、縮小され

ている中ですが、笑顔いっぱい、涙いっぱいの光景が広がる記念日になるような予感もしま

す。この日は素直に「ありがとう」と言って、心に思っていることを言葉にすることも大切

です。また、今年度の卒業式も在校生の出席はできませんが、お世話になった３年生に感謝

の気持ちや青嵐中の未来を託された責任を心に刻んでほしいと思います。  

この季節になると「激流に生きる鮎 (アユ)」の話が思い出されます。鮎(アユ)の寿命は、

およそ一年だそうです。鰤(ブリ)と同じように出世魚で、成長の過程で名前が変わります。

生まれたては、「氷魚(ヒウオ)」と呼ばれ、春先になると「小鮎」、そして梅雨時になると一

人前の「鮎」となり、夏に成長して「大鮎」と呼ばれるようになります。しかし、「氷魚 (ヒ

ウオ)」のすべてが「大鮎」になるというわけではありません。流れがないと育たないので

す。例えば、琵琶湖には鮎はいますが、水に流れがあまりないためにせいぜい「小鮎」位に

しかならないそうです。「大鮎」になるには川の流れの激しい環境が必要になります。つま

り鮎という魚は、まさに激流の中で成長していくのです。私たちが常識的に考えるのとは逆

になります。  

このことを人に置き換えて考えてみると、川の流れが静かなとき、順調にいっているとき

は、何でも器用にさばき、どんどん前へ進んでいきます。反対に、いったん悪い環境や逆境

に陥ると、気持ちが乗らず足がすくんで立ち止まってしまいます。逆境のときこそ、簡単に

Give upすることなく、自分のもてる力のすべてを出し尽くし、困難に立ち向かっていくと

ころに、人間としての価値があるように思えてなりません。これからの時代、真に求められ

るのは、鮎のように、逆境になればなるほど力を発揮し大きく育つことです。これからの激

流の環境で生き抜いていくには、知識や技術を身に付けるとともに、バイタリティやたくま

しさといった力が必要になると思います。３年生の皆さんの活躍を期待しています。  

最後になりますが、これまでお子様の成長を温かく見守ってこられた保護者の皆さまに  

は、青嵐中の教育活動にご理解・ご協力いただき教職員一同心より感謝しております。１５

年間におよぶ様々なことが思い出されるとともに、感慨深いものがあると思います。昨年度

に続き縮小しての卒業式になりますが、厳粛で感動的な卒業式となるよう、保護者の皆さま

にご来校いただくとともにご協力をお願いいたします。  

青  嵐 
〔教育目標〕創造 貢献 挑戦 〔校訓〕自治 
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＜日本の伝統文化の理解（茶道教室）＞  

 

本校では、2020 東京オリンピック・パラリンピッ
ク教育の取組として、日本の伝統文化を理解し、日
本人としての誇りをもち、国際感覚を備えた生徒の
育成のために、茶道教室を行っています。例年は修
学旅行前に３年生を対象に行いますが、今年度は２
年生を対象に行いました。本校茶道部の指導でもお
世話になっているＵ先生を講師にお招きし、茶道の
奥深さや魅力についてお話しいただきました。  

 

＜新入生標準服採寸＞  

 

２月２１日（日）は、新入生の標準服採寸日でし
た。当日は寒さも和らぎ、穏やかな気候の中で行わ
れました。４月にフレッシュな姿で入学式を迎えて
くれることを願っています。  

 

＜文化発表会（展示の部･舞台発表の部）＞  

 

 ３月６日（土）に、青嵐中学校の三大行事のひとつである文化発表会を実
施しました。コロナ禍で、感染予防対策に十分に配慮して例年とは異なる形
式で行いました。舞台発表は、各発表団体の発表をビデオで収録、編集して
発表し、その鑑賞は各教室で行いました。あるクラスでは、ビデオ上映が終
わった後に拍手がわき起こるなど、各発表団体の思いが強く感じられる出来
映えでした。また、展示の部では、小中連携教育の一環として、保谷一小お
よび栄小の代表児童の作品も展示いたしました。保護者の皆様にも、クラス
毎に鑑賞時間を指定しての鑑賞となり、ご不便をおかけしました。お子さん
の力作に感動するとともに、改めて保護者の皆様のご協力に感謝申し上げま
す。また、制約の多い中、文化発表会の運営に尽力してくれた文化発表会実
行委員の皆さん、ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

＜水中カメラマンによる講演会＞  

 

３月９日（火）に、国内外で水中カメラマンとして活動している
方に講師として講演していただきました。  

水中カメラマンになった経緯や、撮影するときには生き物にスト
レスの与えないように細心の注意を払うことをお勧めの写真を見せ
ながらお話ししていただきました。また、プラスチックなどの海洋
投棄による海岸や海中の環境破壊や生物が受ける被害の様子、そし
て東日本大震災直後から取り続けた海中の回復の様子など、ご自身
が撮影された写真を見ながら説明していただきました。  

生徒の反応は、海洋ごみの問題は海外だけだと思っていた生徒が
多かったようです。しかし、講演で示された日本の海岸沿いにもゴ
ミがたまっている写真を見て、自分ができることは積極的に取り組
みたいと考えたり、ダンゴウオの親の姿に感動していました。  

 

 

 

 

 

◎ 卒業式について  

 令和２年度 第 55 回卒業式を令和３年３月 19 日（金）に行います。今回の卒業式も昨年度
と同様に新型コロナウィルス感染症拡大防止のために規模を縮小して卒業生とその保護者（各
家庭２名まで）と教職員のみの参列といたします。卒業生およびその保護者の皆様には、改め
て式当日までの検温や健康観察にご理解ご協力をお願いいたします。卒業生や保護者の皆様の
思い出となる卒業式となるよう教職員一同努力しております。ご理解ご協力の程お願いいたし
ます。  

 

 

 

展示会の様子  

その２  

 

展示会の様子  

その３  

 

展示会の様子  

その１  

 

展示会の様子  

その４  

 

採寸に臨む  

生徒たち  

 

講師の説明に  

聞き入る生徒たち  



 

 

＜認知症サポーター養成講座＞  

 

本校では、地域包括支援センター保谷苑の方にご協力いた
だき、認知症についての理解を深めることや認知症の方への
支援の仕方を学ぶために認知症サポーター養成講座を行って
います。今年は３年生を対象に３月 10 日（水）に実施しまし
た。学校だけではなく、地域の一員として地域に貢献できる
ようになってほしいと思います。  

 

＜社会保険労務士による出前授業＞  

 

今年度の新たな取り組みとして、社会保険労務士による出前授業を行いました。当日は本
校卒業生でもある講師の方から、働くことについて、講義やクイズ、そして代表生徒も一緒
に参加しての寸劇などを通してお話しいただきました。とてもわかりやすくお話しいただ
き、生徒たちも新たな勉強をすることができました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《諸活動の記録》 

 

 東京都教育委員会表彰、西東京市教育委員会表彰 

 

西東京市立図書館発行の情報誌「ＣＡＴＣＨ」の編集に携わり、読書活動の推進に大きく貢

献したことが表彰基準の「当該児童・生徒等が自ら学び考え行動した結果が契機となり、その

効果が波及し、他の児童・生徒等の具体的な行動や取組に良い影響を与えた者」に該当すると

認められて表彰されました。大人数が集まっての表彰式は行えませんので、西東京市教育委員

会表彰は校長先生から表彰状をいただきました。東京都教育委員会表彰は、西東京市教育委員

会教育長にお願いする予定です。 

東京都教育委員会は、子供たちが知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、人間性豊かに成長

することを願い、他の範となる顕著な姿や努力が認められる児童・生徒等を表彰しています。

その対象の中に、「当該児童・生徒等が自ら学び考え行動した活動が契機となり、その効果が

波及し、他の児童・生徒等の具体的な行動や取組に良い影響を与えた者」という項目があり、

本校の４名の２年生が、西東京市立図書館発行の情報誌「ＣＡＴＣＨ」の編集に携わり、読書

活動の推進に大きく貢献したことが認められ、表彰されました。 

また、西東京市教育委員会からも同様の理由で表彰されました。東京都教育委員会表彰、西

東京市教育委員会表彰とも大人数が集まっての表彰式は行えませんので、西東京市教育委員会

表彰は校長先生から表彰状をいただきました。東京都教育委員会表彰は、西東京市教育委員会

教育長にお願いする予定です。 

 

２年Ｂ組 ＲＳ さん     

 

２年Ｃ組 ＳＫ さん 

 

２年Ｃ組 ＳＳ さん 

 

２年Ｄ組 ＹＫ さん 

 

校長より表彰状  

授与の様子―２  

 

校長より表彰状  

授与の様子―１  

 

認知症サポーターの  

講習の様子  

 

社会保険労務士による  

出前授業の様子－２  

 

社会保険労務士による  

出前授業の様子－１  

 

社会保険労務士による  

出前授業の様子－３  



【３月の予定】  

１  月  全校朝礼 安全指導日  

２  火  都立高校学力検査発表日  

３  水  専門委員会・中央委員会  

４  木  ⑥カット 文化発表会準備  

５  金   

６  土  文化発表会（展示・舞台の部）  

７  日   

８  月  振替休業日  

９  火  ３年特別時間割始  

②3 年オリパラ講演会  

１０  水  都立高校分割後期入試  

保護者会（１・２年、IJ 学級）  

②３年認知症サポーター養成講座 

１１  木  3 年②社会労務士講話③図書講話  

避難訓練  

地域清掃活動  

１２  金  ３年卒業行事  

１３  土   

１４  日   

１５  月  ②３年薬物乱用防止教室  

③式練（3 年） 卒業式予行準備  

１６  火  ③④卒業式予行演習（3 年）  

１７  水  ③④３年奉仕活動  

１８  木  式練（3 年） 卒業式準備  

１９  金  第５５回卒業式  

２０  土  春分の日  

２１  日   

２２  月  学年朝礼 ⑥カット  

２３  火  ①②球技大会（2 年）  

③④大縄大会（1 年）  

２４  水  ②③美化活動  

２５  木  修了式 ②学活  

２６  金  春季休業日始  

２７  土   

２８  日   

２９  月   

３０  火   

３１    

 

【３月の目標】 

〈生活目標〉 

一年をしっかり締めくくろう 

〈努力点〉 

・友情を深めよう 

・今までを振り返り、 

自己の成長を確かめよう 

〈校内外生活〉 

・卒業式を成功させよう 

・新学期に向けて 

新しい決意をもとう 

・春休みの計画を立てて、 

充実した生活を 

おくれるように心がけよう 

・交通事故や自転車による 

事故などに気を付けよう 

・不要不急の外出は控えよう  

【３月の目標】 

 

〈保健目標〉 

健康習慣を振り返ろう 

 

〈保健関係〉 

・教室の換気を心がけよう 

・手洗い・うがい・消毒の励行 

・薬物乱用防止教室の開催 

【３月のスクールカウンセラー 】 

来校日について 

 

３日（水）、 １０日（水）、 

 

１７日（水）  

 

相談をご希望の方は、電話で 

ご予約ください。 

 

◎相談室直通電話番号 

042-423-6297（留守電有り） 

◎青嵐中学校職員室 

042-422-3615 


