
 

 

 

 

 

 

 

 

「 魔法の花 」 

                                校長 古家 新一 

 

師走に入り、朝夕の寒さが一気に増してきて、着るものにも心配りが必要な時期になり

ました。そのような中、本屋さんや文具店さんなどには、来年のカレンダーや手帳、花屋

さんにはクリスマスの花やリースがならび、街は一気に年末気分が高まってきています。  

 毎年クリスマスシーズンになると、赤のポインセチアを目にするようになりますが、ポ

インセチアには、原産国メキシコに語り継がれている民話があるそうです。 

 ある少女が、クリスマス・イブの夜に思い悩んでいました。それは、教会に捧げる贈り

物が用意できなかったからです。教会に向かう道すがら、貧しくて小さな贈り物すらでき

ないと悲しんでいる少女に、ある少年が言いました。 

 「贈り物が何であったとしても、愛をもって心から贈るなら、どんな贈り物でも素晴ら

しい贈り物だよ。」と、言ったのです。 

 その言葉に勇気をもらった少女は、教会の庭で雑草を集めました。そして、その雑草を

ひもでしばり、小さなブーケをつくったのです。たいした贈り物ではないけれど、その小

さなブーケに心を込めました。村人の中には、雑草をクリスマスの贈り物にするなどもっ

てのほかだと少女を非難する人もいました。それでも、少女は教会の前でひざまずいて、

そのブーケをそっと置いたのです。 

 すると、その少女がつくった雑草のブーケが、魔法のように突然真っ赤な花にかわった

のだそうです。教会に集まっていた村人たちは、「クリスマスの奇跡だ。」と言いました。  

 メキシコでは、このような伝説と、クリスマスの頃に花を咲かせることから、ポインセ

チアを「クリスマスの花」としたのだそうです。 

 今年はこの伝説を知って、真っ赤なポインセチアを買うことにしました。校長室にも一

鉢買うことにしようと思います。小さな鉢でも、赤い花には少女の心が込められていると

思うと、それだけでクリスマスの華やかさが舞い込んでくるような気がします。まさに魔

法の花です。 

 令和３年も残すところ少しとなりました。都内の新型コロナウィルス新規感染者数は、

激減したものの、ここにきて新種の変異株が国内でも見つかっており、第６波の到来も懸

念されています。また、この時期は空気が乾燥し、新型コロナウィルスだけでなくインフ

ルエンザや風邪などのウィルスも活動が活発になる季節です。まだまだ気が抜けません。

そのような中ではありますが、２学期が無事に終わりを迎えることができるのも、ご家庭

のご協力や地域の皆さまのご支援があったからこそだと感謝の気持ちでいっぱいです。  

 特に、感染症対策におきましては、ひとかたならぬご理解・ご協力をいただきました。

本当にありがとうございます。 

 来年こそは、皆さまにとりまして、穏やかな良い年になりますよう、そして、生徒たち

が元気で健康に過ごせますよう、心よりお祈り申し上げます。 

 来年も青嵐中学校を、よろしくお願いいたします 
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＜１年校外学習＞ 

１１月１９日に１年生にとって初めての校外学習を実施しま

した。心配していた天候にも恵まれ、元気に西東京市巡りに出

かけました。住んでいる地域である西東京市内の散策をとおし

て、地域への理解や関心を深めることを目的のひとつとして、

班ごとにテーマを考え、それに沿ってコースを決めました。ク

ラスメイトの新たな一面や、実際に西東京市を歩くことでいろ

いろな発見がありました。 

 

＜２年校外学習＞ 

２年生の生徒にとっては中学校に入って初めての校外での活

動となりました。前日から楽しみで仕方ないという様子が伝わ

ってきました。当日は渋滞の影響もあり、予定の大幅な変更が

ありましたが、班員で協力し急なルート変更にも対応して、時

間をしっかりと守って行動する姿に２年生の成長を感じること

ができました。 

 

＜「好感度アップ！話し方講座」＞ 

１１月より３年生は進路学習の一環として面接練習を行ってい

ます。１１月２６日には、地域にお住まいのプロのフリーアナウ

ンサーの方を講師にお招きして、「好感度アップ！話し方講座」

を行いました。「好感度をもたれ、相手に伝わる話し方のポイン

ト」のお話や、「３人組になって、自分の思いを伝え合おう」と

いうワークショップやその振り返りを通していろいろなお話しや

アドバイスをいただきました。 

 

＜歯科健康教室＞ 

１１月２６日に１年生は、西東京市の健康課の歯科衛生士さんを講師にお招きし、歯周病について学

習をしました。最近は、むし歯のある生徒は少なくなりましたが、磨き残しの歯垢による歯の汚れや歯

肉の腫れが多くみられます。歯や口の健康維持には『毎食後の丁寧な歯みがき』が基本です。今回の授

業では、『だらだらと食べない』ことも教えられました。食事や間食をとると、歯垢が出す酸によって

口の中が酸性になり、歯の表面からミネラルが溶け出します。 

食べる回数が増えるとミネラルが溶け出す回数と時間も増え、むし歯や歯周病にな

りやすく、授業後には『歯肉炎は自分でも治せるとわかった。鏡を見て歯を磨くよ

うにする。』という感想もありました。自分の歯を大切にする意識が高まりました。

定期的に歯科医院でチェックを受けて、歯石の除去や早目の治療を受けることも大

切です。ご家庭でも話題にしていただければ、と思います。  

＜緑化活動> 

 １２月２日には、今年もＰＴＡ役員の皆様のご協力によ 

り、貢献部の生徒も参加して緑化活動を行いました。また  

校長先生をはじめ、用務主事、スクールサポートスタッ 

フ、都事務の皆さんにもご協力いただきました。今年も 

プランターにパンジーとビオラの苗、チューリップの球根  

の寄せ植えを作成しました。丁寧に育てて、卒業式の花道 

や入学式の受付に彩りを添えたいと思います。 

 

＜西東京市子どもオリパラ展覧会＞ 

学校だより１０月号でお知らせした西東京市子どもオリパラ展覧会において、アー
ト作品部門に出展した河本碧夏さんの作品「喜びより感謝を」が市長賞を受賞しまし
た。 

 

 

 

 

緑化活動の様子 緑化活動後の集合写真 

3 人組ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 講師の先生の講座 

歯科健康教室の様子 

晴れを願って・・ 
照る照る坊主 

いこいの森公園 

浅草寺境内 国立科学博物館 

オリパラ展覧会研究部門 
作品展示の様子 

アート作品部門 

「喜びより感謝を」 

２年Ｂ組 河本 碧夏 



 
《諸活動の記録》                    ＜敬称略＞ 
 

令和３年度税についての作文 
西東京市教育委員会教育長賞 ３年Ａ組 KI さん 
 

令和３年度税についての標語 
東村山間税会入選      ３年Ｂ組 YM さん 
「 教科書も イスも机も ある理由 

かげで税の 支えがあるから 」 
令和３年度薬物乱用防止標語部門 

優良賞 ２年Ａ組  SS さん 
「 ちょっとだけ その考えがあなたを狂わせる  

みんなの力で止めよう薬物乱用 」 
令和３年度薬物乱用防止ポスター部門 

優良賞 ２年Ｃ組  RA さん 
 
 

パラアート展覧会表彰式 
誰もが文化芸術に親しめるようにパラアート制作ワ－
クショップに参加し、そこで制作した作品がパラアート
展覧会において表彰されました。 

３年Ｉ組  SK さん 
 
 
 

令和３年度炎天寺一茶まつり全国小中学生俳句大会 
秀逸  ３年Ｄ組  SK さん 

「 サッカーボール 蹴り上げ空に 虹かかる 」 
入選  ３年Ｃ組  UY さん 

「 暗闇を 忘れてしまう 星月夜 」 
入選  ３年Ａ組  RS さん 

「 夏草の 涼しき影に 青大将 」 
 

めぐみちゃんメニュー事業 
販売メニューを考案した生徒に賞状と記念品が、応募をした生徒全員に記念品が贈られます。 

３年Ｃ組  AT さん 、３年Ｃ組  TK さん 、２年Ｉ組 KR さん 
１年Ｉ組  HF さん 、１年Ｊ組  OS さん 

 
男子バスケットボール部 

東京都中学校バスケットボール新人大会１１ブロック予選会 １２４－２５ 清瀬五 
４６－５６ 武蔵村山二 

女子バスケットボール部 
令和３年度西東京市内大会 優勝 
東京都中学校バスケットボール新人大会１１ブロック予選会  ５５－６６ 東村山五中 

※ 女子はシードのため３回戦からの出場です。 
 
サッカー部 

１１ブロック新人大会  ６－０ 東村山三中 
８－０ 村山学園・三中 
１－４ 東大和五中    予選リーグ２位 

卓球部 
１１ブロック新人卓球大会 

＜男子＞・３回戦進出 S さん、M さん、M さん、W さん 
※S さんは決定戦の結果、都新人大会への出場権を獲得 

・初戦敗退  Ka さん・Ki さん・S さん・M さん 
＜女子＞・初戦敗退  Ki さん・Ku さん・H さん・M さん 

野球部 
１１ブロック秋季新人大会 ３－４ 柳沢・田無一 

 
女子バレーボール部 

１１ブロック新人大会 予選リーグ  １－２ 武蔵村山四中 
２－０ 明治学院付属中 

準決勝リーグ ２－０ 東久留米東中 
２－１ 久留米中 

決勝リーグ  ０－２ 武蔵村山一中   ベスト８ 
ハンドボール部 

東京都中学校ハンドボール新人大会 １２－３７ 葛飾区立金町中学校 
 

ソフトテニス部 
１１ブロック新人大会 団体 予選リーグ    ０－③ 東村山二中 

決勝トーナメント １－② 武蔵村山五中 
個人 N・G 組 ベスト 16 

Y・M 組 O・H 組 T・O 組（１回戦敗退） 
 

パラアート展覧会表彰式 
および表彰後の記念撮影 

薬物乱用防止 
ポスター部門作品 



【１２月の予定】 

１５ 水 私立入試相談始 

１６ 木  

１７ 金 避難訓練 都立志村学園説明会（IJ 学級） 

１８ 土  

１９ 日  

２０ 月 ⑥カット 専門・中央委員会 

２１ 火 ⑤⑥IJ 学級 第一回劇発表会 

２２ 水 校内研修会 

２３ 木 ⑥美化活動 学年集会 

２学期給食終了 

２４ 金 ①②授業 ③終業式 ④学活 

２５ 土 冬季休業日始 

２６ 日  

２７ 月  

２８ 火  

２９ 水  

３０ 木  

３１ 金 大晦日  除夜の鐘 

 

【１月の予定】 

１／ 

 １ 

土 元旦  

 ２ 日  

 ３ 月  

 ４ 火 仕事始め 

 ５ 水  

 ６ 木 冬季休業日終 

 ７ 金 ３学期 始業式 

 ８ 土  

 ９ 日  

１０ 月 成人の日 

１１ 火 ミニ面談始  給食始 

１２ 水 専門・中央委員会 

１３ 木 避難訓練 

１４ 金 漢字検定 IJ 学級(小学校向け)劇発表会 

１５ 土 土曜日授業 学校公開 

IJ 学級(保護者対象)発表会 

１年移動教室説明会 

１６ 日  

 

［お知らせ］ 

 

【12 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 

・行事への参加と学級活動の充実 

・生徒会活動への参加意欲 

〈校内外生活〉 

・新年の計画を立てよう 

・思いやりの心をもって接しよう 

・寒さに負けない体力をつけよう 

・手洗い・うがい・消毒を 

心がけよう 

・冬休みの生活を充実させよう 

【12 月の保健目標・めあて】 

〈保健目標〉 

冬を健康に過ごそう 

 

〈保健関係〉 

・かぜ、インフルエンザの予防 

 ・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 

【12・1 月のスクールカウンセラー 】 

来校日について 

 
12 月 15 日(水)、22 日(水)、 

 
 1 月 12 日(水)、19 日(水)、26 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 

◎１２月２３日の予定の変更について 

 先日配布いたしました１２月行事予定について変更がありましたのでお知らせいたします。１２月２３日に予定し

ている美化活動を５校時から６校時に変更いたします。そのため、お子さんの予定は１校時～５校時が授業、６校時

が美化活動となります。部活動等のない生徒の下校時刻は１５時３０分となります。急遽の変更となり申し訳ありま

せんが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。  


