
 

 

 

 

 

 

 

人皆に 美しき種子あり、明日何が咲くか  

校長 古家 新一  

 

新しい年を迎え、保護者の皆様、地域の皆様にはますますご健勝のことと 

お慶び申し上げます。また、今年が皆様にとりまして幸多い年となりますよ

う心よりお祈り申し上げます。生徒たちが冬休みの間、大きな事故やけがも

なく過ごすことができましたのも、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、令和４年となり３学期の始まりを迎えるにあたり、安積得也さんの「明日」という詩

をご紹介いたします。 

安積得也さんは、官僚や県知事、社会評論家、大学教授など多

方面で活躍された方です。そして多くの教師が、この「明日」と

いう詩からたくさんのことを学び、その後の教育活動に影響を

与えられました。 

私は、特に後半の「人皆に 美しき種子あり 明日何が咲く

か」というところを大切にしたいと思っています。 

この意味を理解することで、生徒への見方・考え方が変わり、

一人一人の生徒の良さや可能性が見えてくることにつながって

いくと思っています。それは、今までとは比較にならないほど生

徒の良さや輝きが見えてくるはずだと思います。 

皆さんは、自分の良さや可能性について考えたことはありま

すか。勉強ができない、人前でうまく話せない、スポーツが苦手 

などと思い悩んでいることはありませんか。何でもできる友だちをうらやましく思う時もあるで

しょう。しかし自分をよく見つめてみると、自分にしかできないことや自分にしかない良さが必

ずあります。人はみなそのように生まれてきています。保護者の方や友だち、先生に自分の良さ

について尋ねてみることも良いと思います。 

今日からは、自分の奥底に潜んでいる良さや可能性について考え、発見することができたら信

じてみましょう。同時に他の人の良さにも目を向け、取り入れようとすると自分自身がさらに豊

かになりますし、良い人間関係も築けるはずです。 

安積さんは、「明日何が咲くか」と言っています。一人一人の良さや可能性の花は、一つとし

て同じ形や色のものはなく、花咲く時期も異なります。しかし、必ず咲くのです。自分を信じて

開花する日を楽しみにしてください。これから皆さんがどのような花を咲かせるか楽しみです。 

新年の始まりは、気持ちも新たにする大切なときです。学校でも生徒たちの努力とがんばりを

認め励まし、一人一人の成長を見守っていくために、青嵐中学校の教職員一同、力を合わせて取

り組んでまいりますので、これからもご支援・ご協力をよろしくお願いいたします 
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＜スクールアクション「もったいない大作戦」～東京３Ｒプロジェクト～＞  
 オリンピック・パラリンピック教育において環境保全の取組の充実・発展を図
るために、生徒会役員が中心となって「スクールアクション『もったいない大作
戦』～東京３Ｒプロジェクト～」を実施しています。今回の行動目標は「限りあ
る地球の資源を大切にし、ゴミを減らそう。」３Ｒの具体的な活動内容を「Let’s 

collect tabs!～空き缶のタブを集めよう～」と定め、各教室にポスターを掲示しま
した。  

＜東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会聖火リレーで使用したグッズを展示しました＞  
12 月 13 日・14 日の２日間、生徒昇降口に東京 2020 オリンピック・

パラリンピック大会の聖火リレーで使用したトーチ等を展示しまし
た。これは東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会の感動を振り
返り、共生社会の実現をより一層推進することを目的として市内各小
中学校に聖火リレートーチ等を巡回展示する取組として行われまし
た。実際に使用されたものを目にすることができ、貴重な経験をする
ことができました。  
＜今年も見事に開花しました：青嵐桜＞  

本校では、毎年、生徒会本部役員が主催し
て、受検・受験を控えて大事な時期を迎える
３年生に向けて、１・２年生から感謝と応援
の気持ちを伝えることをねらいとして、１・
２年生や教職員から３年生への応援メッセー
ジ「青嵐桜」を制作しています。１・２年生 

からの３年生に対する思いがいっぱい詰まった心温まる作品となりました。今年も校舎２
階の体育館へ向かう通路の壁に掲示しております。ご来校の折には是非ご覧ください。 
＜劇発表会：ＩＪ学級＞  

IJ 学級では、１年の集大成として劇を作り上げ、校内発表・劇と音楽の会を実施してきま
した。しかし、今年度も新型コロナウィルスの影響により多摩特研の「劇と音楽の会」は中
止になりました。それに伴って、校内発表会のみ実施することになりました。  

学級全体では、１１月１２日（金）から劇の練習をスタートしました。オリエンテーショ
ンでは、「今年はどんな劇かな？」と楽しみにしている生徒が多く、実行委員にも多く立候
補してくれました。今年度の１年生劇は、「まい・ほーむ大作戦」、２・３年生劇は「明日
に向かって」です。短い期間、みんなで力を合わせて一生懸命練習を重ねてきました。未完
成の部分は多かったですが、精一杯演技をしてくれました。次回の本番（発表会 1/14、15）
に向けていい経験になりました。  
 
 
 
 
 
 
                      
 
＜美化活動＞  
１２月２３日に美化活動を実施しました。大掃除の歴史は平安時代までさかのぼります。１
２月に一年間の煤を払い神様を迎えるという行事で行われ、青嵐中も１年の煤を払うために
教職員、生徒一同隅々まで清掃しました。整備委員会では、事前に担任と必要な用具の確認
を行いました。当日は清掃用具の運搬や清掃の指示を行い、リーダーをして活躍してくれま
した。３学期の美化活動はワックスがけを行います。全員が協力して、過ごしやすいキレイ
な青嵐中を目指しましょう。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ミニ面談期間＞  
３学期が始まった１月 11 日(火 )から１月 21 日 (金 )の期間でミニ面談を行います。担任

の先生を中心に、冬季休業中の様子や３学期に頑張ろうとしていることなどを生徒から
聞いたり、教員が生徒を励ましたり勇気づけるような声かけをすることを目的として行
います。担任以外の先生と話や相談をすることもできます。悩みや心配事などがある生
徒は遠慮なく先生に相談してください。  



＜西東京市子どもＧＩＧＡスクール委員会＞  

 12 月 20 日に第１回西東京市子どもＧＩＧＡスクール委員会がオンラインで開催されました。委員

の顔合わせや委員会の内容等の説明の後で、事前に課題として出されていた  

１ タブレット端末を活用する上での決まり  

２ タブレット端末を活用する上でのマナー  

３ 先生方や保護者の方、地域の大人に伝えたいこと  

について意見交換をしました。最初は緊張からか上手に発言できない場面も

見られましたが、後半は活発に意見交換を行うことができました。  
 

＜校外学習の新聞：１年＞  

11 月 19 日に、【クラスや班で協力し、西東京市への理解を深めよう。】というスローガンのもとに

実施した校外学習の取組では、１学期には事前学習として、西東京市について各自のテーマに基づいて

調べ学習を行い、２学期に実際に市内探索を行い、市内のことについて理解を深めました。新たに発見

した西東京市の魅力を追究するため、各班で歴史・自然・ショッピング等様々なテーマに基づいたコー

スを検討し、行動計画を立てました。当日は地域の方にインタビューする班もあり、その様子は事後学

習で作成した班新聞にも掲載されています。各クラスで新聞発表を行い、クラス代表に選出された班は

学年全体の前で再度発表を行いました。各班が作成した新聞は４階のオープンスペースに掲示してあり

ます。また、３月に実施予定の文化発表会では最終発表を行う予定です。  

 

 

 

 

 

 

 

＜1 年 A 組の新聞＞   ＜1 年Ｂ組の新聞＞    ＜1 年Ｃ組の新聞＞    ＜1 年Ｄ組の新聞＞    ＜1 年Ｅ組の新聞＞  
 

＜校外学習の新聞：２年＞  

校外学習の事前学習として個人での新聞作りを行いました。上野、浅草、押上地域の名所・旧跡等の中

から自分が調べたい場所を選び、それを B４サイズにまとめました。昨年行った事前学習の経験から少し

でもレベルアップしたものを作ろうと、各自が文章の表現方法やレイアウトを工夫して作成しました。完

成した新聞をお互いで見合うことで、これまで知らなかった新たな発見が多くあり、  

校外学習当日のより深い学びにつなげることができまし

た。各自で作成した新聞は３階のオープンスペースに掲示

してあります。  

 

 

 

 

 
 

＜２年 A 組の新聞＞       ＜２年Ｂ組の新聞＞        ＜２年Ｃ組の新聞＞    ＜２年Ｄ組の新聞＞  

 

◎お子様の体調不良時の欠席等の連絡について  

朝夕の冷え込みも一段と厳しくなり、日中も寒い日が続く中、風邪等で体調を崩すこと、ま

た、インフルエンザや感染性胃腸炎等も心配されるなか、東京都の新型コロナウィルス感染症

の感染者数も増加している状況にあります。学校でも感染防止のための予防対策を行っており

ますが、引き続きご家庭でもこまめな手洗い、うがい、手指消毒にご協力をお願いいたします。  

お子様や同居しているご家族の方に発熱や咳、嘔吐、下痢等の症状が見られる場合には決し

て無理をして登校させずに医療機関を受診していただけますようお願いいたします。また、そ

の際の欠席や遅刻等の連絡においては、発熱の有無や具体的な症状等について伺います。保護

者の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。  

 

 

 



【１月の予定】  

１  土  元日  

２  日   

３  月   

４  火   

５  水   

６  木  冬季休業日終  

７  金  始業式   〔午前授業・給食なし〕  

８  土   

９  日   

１０  月  成人の日  

１１  火  ミニ面談週間始 〔給食始〕  

１２  水  専門委員会・中央委員会  

都立推薦入試出願  

１３  木   

１４  金  劇発表会（小学校向け）〔IJ 学級〕  

漢字検定  

１５  土  土曜授業日  

劇発表会（保護者向け）〔IJ 学級〕  

1 年移動教室説明会  

１６  日   

１７  月  学年朝礼  

１８  火  西東京市子ども GIGA スクール委員会  

１９  水  避難訓練  

２０  木   

２１  金  ミニ面談週間終  

東久留米特別支援学校説明会〔IJ 学級〕 

２２  土    

２３  日   

２４  月  全校朝礼 安全指導日  

虐待防止外部委員会  

移動教室前健康相談（1 年）  

２５  火   

２６  水  都立高校推薦入試日（３年）  

教育委員会訪問  職員会議  

２７  木  都立高校推薦入試日（３年）  

２８  金  学校運営連絡協議会  

２９  土   

３０  日   

３１  月   

 

【１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〉 

・自己反省を行い、新しい決意を 

もって行動しよう 

・新年の計画を立てよう 

・委員会活動を充実させよう 

・寒さに負けない体力をつけよう  

【１月の目標】 

 

〈保健目標〉 

かぜ・インフルエンザ、コロナ 

を予防しよう 

〈保健関係〉 

・移動教室前健康相談 

・受験期の健康相談 

・手洗い・うがい・消毒 

・生活リズムと健康 

 

【１月のスクールカウンセラー 】 

来校日について 

 

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 


