
 

 

 

 

 

 

文化発表会に向けて 

文化発表会担当 山本 達也 

 朝日が昇るのも早くなり、春がすぐそこまで近づいてきました。保護者の皆様におかれまして

はいかがお過ごしでしょうか。 

さて、青嵐中学校では３月６日（土）に文化発表会を実施いたします。コロナ禍で数々の行事

が中止になる中、学校全体で取り組む最後の行事になります。密を避けるなどの感染予防対策を

しっかり行い、やり方を工夫して実施したいと思います。舞台発表の部は、例年体育館で行って

いましたが、あらかじめ生徒の発表をビデオで撮影して各教室にて上映します。展示の部は、校

内に生徒作品を展示し、学年ごとに時間帯を分けて密にならないように見学します。  

 内容は、舞台発表の部では自分を見つめ直し気持ちを主張する「言の葉大賞」の他、各学年が

総合的な学習で取り組んできた内容など、工夫した発表を行います。展示の部では、各教科の学

習成果の他、製作を通して個性を表現した作品の数々を展示します。普段は一緒に活動すること

のない先輩、後輩の発表や展示をじっくり鑑賞し、感性を磨いてほしいです。 

 ＜平成３０年度の展示の様子＞ 

 文化発表会を先頭に立って力強く引っ張るのは、各クラスの文化発表会実行委員です。先日、

第一回文化発表会実行委員会を開きました。文化発表会までの計画を確認した後、実行委員長、

副委員長を決めました。就任後のあいさつの中で、「やっとみんなで行事ができる」という喜びの

気持ちや、「責任をもってやり遂げたい」という決意を感じました。今後は本番まで各学年で役割

分担をして仕事を進めます。行事の運営や裏方の仕事、各クラスでの司会進行など多くの役割を

担いますが、精一杯取り組んで達成感を味わってほしいと思います。  

＜実行委員会の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

保護者の見学は、３月６日(土)に生徒下校後 14：00～16：00 に予定しています。感染対策として

見学のグループを二つに分けて鑑賞するように考えています。尚、感染状況によっては、保護者

の見学が中止になる場合もございます。ご了承のほど、お願いいたします。 
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委員会の写真―１  

 

 

委員会の写真―２  
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＜エコキャップ運動＞  

 

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～において、本校で
は生徒会本部役員が中心となって毎月実施する「エコキャップ運動」が行われました。今回
も多くの皆さんが協力してくれました。  

 

○１月２９日（金）の様子         ○２月１０日（水）の様子  

 

 

 

 

 

 

＜小中連携の取組＞  

 

小中連携の一環として行う予定の行事が実施できなかったため、その替わりとして中学校の
様子を動画で撮影し、小学校に届ける取り組みを行っています。その中には新入生保護者説
明会で生徒会本部役員が行う予定であったプレゼンテーションもあります。完成したら保谷
第一小学校や栄小学校の６年生に見てもらう予定です。  

 

＜医療従事者への感謝のメッセージ＞  

 

 東京都教育委員会より、コロナ禍の中で、年末年
始も休むことなく、日々、私たちの命を守ってくださ
っている医師や看護師をはじめとする医療従事者の
方々に向けて、感謝や応援の思いを伝えるメッセージ
を届ける取組が依頼されました。本校では２学期末に
全校で取り組み、生徒からのメッセージを届けまし
た。東京都教育委員会からのお礼の手紙が届きました
ので紹介します。  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎給食での和牛肉の提供について  

 国の「和牛肉等販売促進緊急対策事業」に伴い、東京都では「和牛肉の学校給食提

供及び食育推進事業」を実施しています。  

 この事業に参加することで、令和 3 年 2 月 22 日の給食ではすき焼き丼として和牛

肉が提供されることになりました。また、本校では 2/13(土 )から、家庭科の授業で肉

の特徴や調理上の性質について学びます。その中で、牛肉の栄養価や和牛肉の特徴な

どについての授業を実施いたします。生徒には牛肉について学んだことを思い出しな

がら提供された和牛を食べてほしいと思います。  

 さて、アレルギーの有無については保健調査書から対象生徒はいないことを確認し

ています。しかし、西東京市では BSE 発生から学校給食で牛肉の使用を停止してい

たため、牛肉についてのアレルギーの申告をしていない生徒がいる可能性があること

が懸念されます。  

 また、アレルギー以外でも宗教上の理由などで牛肉が食べることができない生徒へ

の対応が必要なため、お子様がアレルギーなどの諸事情で牛肉が食べられない場合に

は、2 月 18 日までに担任または栄養士までお申し出ください。申し出に応じて当日

は家庭からの代替品持参の対応とする予定です。  

 

写真―1 

 

写真―2 
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《諸活動の記録》 

 

北多摩地区公立中学校美術展  

 

令和２年度北多摩地区公立中学校美術展は、１月 22 日から清瀬市郷土博物館にて実施の
予定でしたが、新型コロナウィルス感染症の感染状況悪化に伴い、今年度は開催直前に中止
となりました。  

本校では、実施に向けて出展作品を選定し、展示の準備
を進めていました。展覧会中止は残念ですが、北多摩地区
公立中学校美術教育研究会より、賞状がいただけることに
なりましたので、出展予定だった生徒の皆さんを以下に紹
介します。日頃の創作活動や表現活動への意欲と努力の成
果です。おめでとうございます。  

 

１年生  

《スケッチマラソン》  

TK さん、AM さん、RT さん、RS さん、  

YM さん、KW さん、  

 

《バッグをデコろう》  

HT さん、IM さん、MN さん、TH さん、  

MM さん、YI さん、KA さん、SS さん  

 

２年生  

《漢字のある風景》  

SB さん、RM さん、KA さん、KO さん  

RK さん、SS さん、KT さん、KO さん、  

RF さん、YM さん、  

  

《空間を感じて・色彩を重ねて》  

RA さん、KA さん、KI さん、YU さん、  

KM さん、MI さん、SO さん、HK さん  

SS さん SN さん、KY さん、HI さん、  

YU さん、KU さん、SW さん、SW さん、  

 

３年生  

《木でつくる使い勝手のいい道具》  

CK さん、MS さん、SN さん、MH さん  

SN さん、NS さん、HN さん、CY さん  

 

《水と墨で表すお気に入りの歌の世界》  

SI さん、AK さん、RK さん、KH さん  

TK さん、RS さん、HM さん CO さん、HW さん  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎交通安全について  

 近隣にお住まいの方から学校にいただいた電話の中に、登下校中の歩き方について

指摘されることがあります。登下校中の歩き方については全校朝礼で生活指導主任の

T 先生から話がありましたが、今一度、自分自身を振り返ってみてください。あなた

やあなたの友達は、登下校中に道いっぱいに広がって歩き、一般の通行人に迷惑をか

けることはありませんか。あなたやあなたの友達は、登下校中に大きな声で会話をし

て近隣の方に迷惑をかけることはありませんか。登下校中だけでなく、外出時には周

囲の方へ迷惑をかけるような行動がないか、常に注意してください。  



 

【２月の予定】  

１  月   

２  火  都立高校推薦入試合格発表日  

３  水  専門委員会・中央委員会  

４  木  都立高校一次・分割前期入試出願締切  

５  金   

６  土   

７  日  西東京市長選挙  

８  月  学年朝礼  

９  火   

１０  水  都内私立高校一般入試始  

定期考査前学習週間 (全 )始  

１１  木  建国記念の日  

１２  金  都立高校一次・分割前期入試願書取下げ  

漢字検定  

１３  土  土曜授業日  

１４  日   

１５  月  全校朝礼 安全指導日  

都立高校一次・分割前期入試願書再提出  

１６  火   

１７  水   

１８  木   

１９  金  茶道講話(２年 ) 

２０  土   

２１  日  都立高校学力検査  

新入生標準服採寸（午前中）体育館  

２２  月  定期考査前学習週間 (全 )終  

２３  火  天皇誕生日  

２４  水  第五回定期考査（理・数・技家）  

２５  木  第五回定期考査（音・社・美）  

２６  金  第五回定期考査（保体・国・英）  

避難訓練  

２７  土   

２８  日   

 

 

 

 

 

 

【２月の生活目標・めあて】  

〈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〉 

・思いやりの心をもって接しよう 

・係活動・委員会活動など、 

学校生活を充実させよう 

・規則正しい生活に心がけ、 

       体調を整えよう 

・落ち着いた毎日が 

おくれるように心がけよう 

・不要不急の外出は控えよう  

◎うがい・手洗いをこまめに行いましょう！  

新型コロナウィルス感染症拡大を防ぐため、うが

いや手洗いをこまめに行い、予防することが大切で

す。毎日、ハンカチを忘れずに！ 

 

【２月の保健目標・めあて】  

 

〈保健目標〉 

心の健康に関心をもとう 

 

〈保健関係〉 

・教室の換気を行おう 

・手洗い・うがいの励行 

・受験期の健康相談 

【２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）、２４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 


