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１年１１６名(男子６４名 女子５２名) ２年１１２名(男子５９名 女子５３名) ３年１１０名（男子５９名 女子５１名）
◆１０月の重点目標「合唱コンクールを成功させよう」「係・委員会の活動に進んで取り組もう」

修学旅行
校長 加藤 隆司
8月末に早くも秋らしい気候になったかと思ったら夏の虫から秋の虫に声も変わり、水泳も終了すると、いつの間
にか夕方の5時には暗くなってきました。彼岸を過ぎると急に日が短くなり秋本番となってきました。
二度にわたって延期した修学旅行へ、この秋の10月5日から3年生が行ってまいります。秋の奈良・京都を体験
してもらおうと思っています。すでに京都奈良方面は感染者数も減り受け入れ体制を整えて万全を期してくれている
との情報をいただいています。感染が拡大する前に実施した学校の情報では、普段なら外国人観光客でいっぱ
いの観光地もゆったりとみることができたとのことでした。気を緩めること無く、感染防止対策は続けながら私たちも
行ってきたいと思います。現地での様子は、ホームページでお知らせする予定です。
8月から9月にかけて、本校生徒にも接種によって体調を崩し、感染が心配で休む生徒が出ていましたが、市か
らの指導もあり、本校でもコロナ感染や感染不安、濃厚接触、予防接種後の体調不良などで学校に登校でき
ない生徒の中で、希望する生徒向けにオンラインで授業の板書中心の動画を見ていただけるよう体制を組みまし
た。休んでいる生徒に個別に確認したところ、怪我などで登校できない生徒も含めて、9月中は数名の利用があり
ました。ようやく感染者も少なくなり、非常事態宣言も解除になりますが、今後も体制は続けていくつもりです。
ただし、このオンライン授業は板書と説明する様子がオンタイムで流れるもので、編集してある塾の授業とは違い
ます。また、教室の偶然の発言等も音声で流れることもあり、生徒の発言意欲の減少、活発な授業展開へのマイ
ナスなど影響もあるようです。映りたくない生徒や教員もいますので、そのため利用する側にも守っていただく約束事
があります。事前に申し込まれる際に説明申し上げ、ご了解いただくことになります。よろしくお願いいたします。すべ
ての教科ではなく5教科で希望者のいるクラスでの実施となっています。
先日、ある授業を見ていた時に、教員が説明していることが、私が習った頃の話とは違っていることに気が付き
ました。「あれ？間違って教えていないか？」と不安になりすぐに調べたところ、現在は授業で説明していることが正
しいとされていることが分かりました。
日に日に情勢は変わり、新しい歴史や科学が発見され創られていく中で、学校が果たす役割は何だろうかとふ
と考えるきっかけになりました。総合的な学習が登場したころから言われている知識の陳腐化とそれに対応する自
ら学び続ける力の重要性に考えが行きつくとともに、あえて集団で生活する学校では、人間関係にうまく対応する
力を身に付けることが重要なのだという思いを新たにしました。
このコロナによってデジタルワークだとかオンライン授業だとか、まるで学校での集団生活を必要としてないかのよ
うな体制も市民権を得ていますが、世の中にいる自分とは考えや言動が異なる人たちとも、意見交換し距離を保
ち、調整して集団生活や社会生活を進めていくことができるかを、この学校時代に少しずつ学んでいくことが大切
ではないのかと思うのです。もちろん親切で親身で協力的な仲間もたくさんできるでしょう。そういう関係をいかにして
増やすかを学び、不得意な分野を助けていただいたり、支えてくださる関係はどうしたら作り上げられるのかなど、か
かわりの中で身に付けてもらわなくてはと思います。まず、大人がしっかりとした見本となるべく努力したいと思います。
修学旅行も、合唱コンクールもそして個々の進路決定すらも、頑張るのは自分ではありますが、お互いに頑張り
ぬくエネルギーがもらえるような人間関係やクラスや学年を育てていきたいと思います。前回の手法がそのまま使え
ないのが学校なので、今の生徒と今に即した支え合え、認め合える関係作りに取り組んでいきたいと思います。

生徒会役員選挙

新生徒会役員決定【９月１７日（金）】

新生徒会役員が決定しました。これからの六中の成長のために頑張ってください！そして、現生徒会役員の
みなさん、お疲れ様でした！あと少しよろしくお願いします。
生徒会長：山田 紗矢 さん (２年 B 組)

書

記：栗原

怜世 さん (２年 B 組)

副会長：山口 昊希さん (２年 C 組)

書

記：松本 愛結 さん (２年 B 組)

副会長：成岡 このは さん (１年 A 組)

書 記：長谷川

颯 さん (１年 B 組)

書 記：保泉 琴乃 さん (１年 D 組)

生徒の活躍
○英語検定合格者
○漢字検定合格者
英検・漢検の外部受験での合格
の一報をいただいたので、掲載
＜準２級合格者＞
＜３級合格者＞
・向後 諒成 さん（３年 A 組）
・近藤 侑 さん（２年 A 組） いたします。
○薬物乱用防止ポスター 入賞者（応募総数 313 作品）
＜会 長 賞＞
星
秀明 さん（３年 A 組）
＜会長特別賞＞
渡邊 紬 さん（３年 A 組）
＜佳
作＞
坂本 菜緒 さん（３年 A 組）
小原 えみな さん（２年 C 組）
山川 颯太 さん（１年 C 組）
＜入
賞＞
山田 紗楓 さん（３年 B 組）
吉田 美羽 さん（３年 B 組）
木下 歌乃 さん（３年 C 組）
大久保 有晟 さん（２年 B 組）
○薬物乱用防止標語
＜入

賞＞

【１０月の予定】
1日(金) 中間考査２日目(全学年)
①数学 ②理科 ③道徳(授業)
都民の日 専門委員会(後期)
4日(月) 全校朝礼 体力向上努力月間始
セーフティ教室 中央委員会
修学旅行前日指導①(３年)
5日(火) 修学旅行１日目(３年)
普通救命講習(２年)

入賞者（応募総数 3,482 作品）
成岡 このは さん（１年 A 組）

“身近な危険 少しの興味
聞こえてくるのは止める声”
○はたらく消防の写生会 入賞者
＜優 秀 賞＞
山口 貴悠 さん（３年 A 組）
渡邊 優月 さん（３年 C 組）
＜入
選＞
坂本 菜緒 さん（３年 A 組）
下船 悠太 さん（３年 A 組）
山本 菜々実 さん（３年 A 組）
山田 紗楓 さん（３年 B 組）
森
若葉 さん（３年Ｃ組）

6日(水) 修学旅行２日目(３年)
立中教研一斉研究日(②カット)
7日(木)
8日(金)
11日(月)
12日(火)
13日(水)
14日(木)
15日(金)
19日(火)
20日(水)
21日(木)

衣替えのお知らせ
本校では下記のように冬服へと衣替えをしますので、お子
様の冬服の準備をお願いいたします。

22日(金)

【移行期間】 ９月２４日（金）～１０月１５日（金）
【完全実施】１０月１８日（月）より

25日(月)

※詳細につきましては、先日配布いたしました「衣替えのお知らせ」を

26日(火)
27日(水)

ご覧ください。

＜１０月のスタディールーム＞
４日（月）・５日（火）
２９日（金）１・２年生のみ

28日(木)
29日(金)

修学旅行３日目(３年)
英語検定
実力テスト(３年) 合唱コン練習始
表彰朝礼 学年リハ③(２年)
学年リハ⑤(３年)
避難訓練 学年リハ②(１年)
高校の先生による出前授業⑤⑥(３年)
修学旅行業者選定説明会
生徒会募金(7:50～8:15)
学校運営協議会
生徒会募金(7:50～8:15)
生徒会募金(7:50～8:15)
学年リハ③④(３年)・⑤⑥(２年)
避難訓練予備日
弁護士によるいじめ防止授業(２年)
学年リハ③④(１年)
生徒会朝礼(生徒総会) 全校練習⑥
専門委員会 部活動発表
安全指導 合唱コンクール前日指導⑤
合唱コンクール
(※詳細は先日配布したお手紙を
ご覧ください)
表彰朝礼(合唱コン) 三者面談始(３年)
三者面談(３年) 体力向上努力月間終

※予定は急遽変更になる可能性があります。
ご了承ください。

