
 

 

 

 

 

 

 

『  挑  戦  』  

                             校長 古家 新一  

 

今年の夏季休業日は、新型コロナウィルス感染症とともに、前半は、広島県では観測史上最

高の気温を記録する酷暑、後半は全国的に台風の大雨に見舞われ続け、尊い命が感染症や熱中

症、自然災害で奪われるなど、改めて命を守る行動の大切さを痛感させられた夏になりました。

そのような中、生徒たちが無事に夏休みを終えることができたのも、保護者や地域の皆さまに

温かく見守っていただいたおかげと感謝いたします。ありがとうございました。  

さて、１年延期された東京オリンピックが無観客ながら開催され、その様子が、連日テレビ

や新聞などで報じられました。とりわけ開会式の旗手を男女がペアとなって務めたり、今まで

男性のみで開催されてきた競技に女性が追加されたりと、さまざまな形でジェンダー平等への

進歩を特徴づける大会になったことは特筆すべき点でした。  

日本代表は、金２７、銀１４、銅１７と合計５８個のメダルを獲得しました。金メダル、メ

ダルの獲得数は史上最多でした。新型コロナウィルス感染症対策としてのさまざまな制約や開

催されるかどうかの不安がある中でも、ひたむきに弛まない努力を重ねた選手、それを支えた

スタッフ一人一人の努力の成果と言えます。そのような今大会で日本の女性アスリートの活躍

も、大きな感動を与えてくれました。スケートボードの１３歳の西矢椛選手が日本史上最年少

の金メダリスト、入江聖奈選手が日本女性初のボクシングでの金メダルをはじめ、ソフトボー

ル・水泳・柔道・レスリング・卓球混合等でも金メダルを獲得しました。入江選手の「きちん

と練習とか努力を続けて、しっかりと真剣に向き合っていれば結果はついてくると思う。」と

いうコメントは、生徒の学習や部活動にも通じるところがあります。  

また、白血病からわずか２年半で五輪決勝の舞台に立った水泳の池江璃花子選手にとても大

きな勇気をもらい、夢に向かってやり抜く力の強さを感じました。  

「神様は乗り越えられない試練は与えない。自分に乗り越えられない壁はないと思っていま

す。」と闘病時期にはその心境を投稿し、本当につらい治療を乗り越えて五輪出場を決めた際

には「自分がすごくつらくてしんどくても、努力は必ず報われるんだな、なんていうふうに思

いました。」とコメントしていた池江選手でした。今大会後、この幸せの涙に拍手を送り、３

年後のパリオリンピックを見据え「強くなっていると思われるように」という言葉に強い力と

挑戦する心を感じ、目標を決めてやり抜こうとする力の素晴らしさを感じました。  

始業式での校長の言葉では、「２学期は一番長い学期であるので、自分をたくさん成長させ

ることのできる期間です。ですから、いろいろなことに「挑戦」して、大いに成長してほしい。」

と話をしました。そして、青嵐中学校の教育目標の一つにも「挑戦」があり、目標を決めてや

り抜こうとする気持ちが大切であることを伝えました。  

コロナ禍で制約が多い中ではありますが、青嵐中学校の教職員一同、生徒一人一人に寄り添

い話をし、生徒が「挑戦」できる環境を整え、たくさん成長できるように努力してまいります。 

２学期も保護者の皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。  
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＜2020 東京オリンピック・パラリンピック応援企画＞  

届け！西東京市の子どもたちから  

オリンピック・パラリンピックアスリートのみなさんへのメッセージ！  

西東京市立の全ての小中学校

では、2020 東京オリンピック・

パラリンピック大会の応援企画

として、日本代表の選手や西東京

市の友好都市であるオランダの

選手の応援のために、各学校が

10 秒動画を作成したり、各クラ

スで作成した応援色紙を掲示し

ています。校舎の校庭側には各ク

ラスで１文字ずつ作成した「がん

ばれ！ニッポンオランダ！」のメ

ッセージを掲げています。また、

西東京市立の中学校全校で協力

して黄金の千羽鶴を作成し、バレ

ーボール女子日本代表の選手に

届けました。  

各小中学校で作成した応援動

画は、田無駅前 ASTA の大型ビジ

ョンにて１時間に１回、放映され

ています。機会がありましたらぜ

ひご覧ください。  

また、８月４日には、当校の

３年生が、北海道新聞のインタ

ビューを受け、８月５日の北海

道新聞に掲載されました。  

現在、パラリンピック大会で

は、毎日熱戦が繰り広げられて

います。様々なハンディを乗り

越えて全力でプレイする選手た

ちを応援し、選手たちの真摯に

取り組む姿から何かを感じ、学

んでほしいと思います。  

＜ＧＩＧＡスクール構想＞  

本校では西東京市ＧＩＧＡスクール構想に基づいて生徒

一人に一台ずつ配布されたタブレット端末を活用した教育

活動を進めています。授業などの活動で、教員や生徒の画面

を共有する際に、今まではプロジェクターを使用しておりま

したが、台数に限りがあるため、授業で使用する際にはその

調整に苦慮しておりました。しかし、この夏休みに５０イン

チの大型モニター１７台が配置されました。大型モニターで

はより鮮明に画面を映し出すことができ、音声もきれいに聞

こえるため、映像教材などをより生徒たちの意欲を高めるよ

うに示すことができます。２学期の教育活動ではこの大型モ

ニターを活用してより効果的な授業や学習活動を展開して

いきたいと思います。  

 

市民への告知用のポスター  

色紙は校舎内展示スペースに  

新聞社のインタビューの様子  

北海道新聞 

８月６日朝刊  

 



＜授業改善推進拠点校の取組＞  

本校では令和３年度から５年度にかけての３年間、東京都教育委員
会より授業改善推進拠点校として研究を進めています。夏休み中には
東京都教育委員会の指導主事を講師にお招きして研修会を予定して
いましたが、緊急事態宣言下でもあるため、教員用のタブレット端末
を使用してオンラインで研修を行いました。お子さんにとってよりよ
い授業を展開するための研究をこれからも教員一同となって進めて
まいります。 
 
＜校内研修の取組（Hyper-QU アンケート活用検討会）＞  

本校では毎年、各教員が学級の状況を客観的に把握し、望ましい学
習集団作りの手立てを考え、安心安全な学級づくりをするために
「Hyper-QU」を実施しています。その結果を基に、東京教育カウンセ
ラー協会の理事の先生を講師にお招きし、学級の状況分析や、具体的
な支援の手立てについてのご講演をいただきました。２学期以降の学
級経営や学習集団作りに生かして行きたいと思います。 
 
《諸活動の記録》 
 めぐみちゃんメニュー事業  

西東京市生活文化スポーツ部産業振興課農業係より、小中学生が考える市
内産野菜・果物を使ったメニューに本校生徒も応募し、その中のメニューが
8/15～9/26 の期間中、｢TRATTORIA E PIZZERIA L’INCANTO｣と「おべんとう 
道」の２店舗で販売されることになりました。 
「おべんとう道」販売予定日 
8/20、9/ 4、9/24 夏野菜たっぷりミネストローネ （3 年生） 
8/24、9/10    夏野菜ハヤシライス      （3 年生） 
8/25、9/11    夏野菜洋風みそ汁       （1J 学級） 
8/31、9/17    アジの香草パン粉焼き      （1I 学級） 

｢TRATTORIA E PIZZERIA L’INCANTO｣  
チーズいっぱいピザ              （2I 学級） 

 薬物乱用防止活動  
東京都薬物乱用防止推進協議会より、薬物乱用防止の啓発活動に対して 
感謝状をいただきました。 

 ハンドボール部  
令和３年度東京都中学校ハンドボール選手権大会 １回戦 ３０－３３ 松江六中 

《顧問より》 
練習時間が制限されている中で、選手たちはよく頑張りました。試合には負けてしまいましたが、

精一杯頑張っている姿は試合を見ている人を感動させたと思います。 
３年生は引退試合となりましたが、この経験を今後の人生に生かしてほしいと思います。 

お疲れさまでした。 
 吹奏楽部  

第６１回東京都中学校吹奏楽コンクール Ｂ組  銀賞 
《顧問より》 

中学校吹奏楽コンクールは２年ぶりに無観客＆インターネットでラ
イブ配信という形での開催となりました。青嵐中学校吹奏楽部では世
代も顧問も変わりコンクール経験者が数名しかいない状態で、手探り
の中での練習でしたが、先輩たちが築き上げてきた伝統を守ろうとよ
く頑張ってくれました。演奏後の晴れ晴れとした姿からは大きな成長
が感じられました。 

 
［お知らせ］ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

◎オンライン授業の実施について  

 新型コロナウィルス感染症感染拡大の状況から、９月６日～10 日の期間の授業は学習用タブレット端末を用

いてオンライン授業といたします。ただし、ＩＪ学級は通常どおりに登校して授業を実施します。オンライン授

業の期間中は、午前中に３時間のオンライン授業、午後に２時間のオンライン授業を予定しています。また、昼

食は午前の３時間のオンライン授業終了後に登校し、学校で食べることができます。時間割や時程等の詳細は別

紙にてお知らせいたします。新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のために、引き続き手洗い、うがい、手指

消毒の徹底にご理解ご協力をお願いいたします。  

◎９月１１日の予定について  

 ９月１１日に予定しておりました土曜日授業（学校公開）および引取訓練は中止といたします。また、９月１

１日午後に予定されていた学校選択制の説明会も中止となります。  



【９月の予定】 

３０ 月  ２学期始業式  

スタートアップ・面談期間始 

３１ 火   

１  水  〈防災の日〉  

２  木  給食始 

３  金  スタートアップ・面談期間終  

４  土   

５  日   

６  月   

７  火   

８  水   

９  木   

１０ 金   

１１ 土   

１２ 日   

１３ 月  全校朝礼（放送） 安全指導 

習熟度確認テスト(３年) 

１４ 火  生徒会役員選挙リハーサル  

１５ 水  定期考査前学習週間始  

校内研修会 

１６ 木  ⑥生徒会役員選挙・立会演説会（放送） 

１７ 金   

１８ 土   

１９ 日   

２０ 月  敬老の日  

２１ 火   

２２ 水  定期考査一週間前 部活動停止 

専門・中央委員会  

２３ 木  秋分の日  

２４ 金   

２５ 土   

２６ 日   

２７ 月  学年朝礼 

２８ 火  定期考査前学習週間終  

２９ 水  第２回定期考査（理・国・数）給食なし  

３０ 木  第２回定期考査（社・英） 給食あり 

専門・中央委員会  

 

 

【９月の生活目標・めあて】 

〈生活目標〉 

思いやりの心をもち、 

充実した学校生活を送ろう 

 

〈努力点〉 

・学習の充実、体力の増進 

(タブレット端末の活用) 

・計画的な学習と学級活動の充実 

・生徒会活動への参加意欲 

 

〈校内外生活〉 

・不要不急の外出は控えよう 

・2 学期の目標を決めよう 

・防災について話し合おう 

・手洗い・うがい・手指消毒の徹底 

 

【９月の保健目標・めあて】 

〈保健目標〉 

ケガの防止に努めよう 

 

〈保健関係〉 

 ・規則正しい生活をしよう 

・手洗い・うがい・消毒  

・生活リズムと健康 

【９月のスクールカウンセラー 】 

来校日について 

 

 １日（水）、８日（水）、 

 

15 日（水）、22 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 

 

 

オンライン  

授業期間  


