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◆３月の重点目標「言葉使いを見直そう。一年間のまとめをしよう。
」
根競べ
校

長 加藤 隆司

ようやく校門横の花壇の紅梅が満開を迎えようとしています。換気のために校長室の窓を開けているとそ
の香りがほのかに匂います。校門の白梅が早々と咲き出したかと思ったら、雪が降り、紅梅がほころぶまで
に時間がかかりました。でも、
「冬来りなば春遠からじ」、寒い時には寒いなりの対策を立てコツコツと次に
備えておけば、春はきっとやってきて、新しい環境の下で頑張れる時が迎えられると信じています。コロナ
との根競べに負けずに、桜咲く春を楽しみにする心の余裕は持っていきたいと思います。
今年度実施を控えていたスキー教室を先日実施しました。実施にあたって感染拡大へのご不安があったと
思いますが、ご協力ありがとうございました。また川越校外学習を３月２３日（水）に実施いたします。宿
泊行事の直後ではありますが、体調を整え、協力して成功する体験をしたいと思っています。
さて、機会を見つけて私が生徒に話しているのは「伝統と誇り」に関する話です。
先輩が築き上げてきてくれた六中の良い「伝統」
。例えば歌う伝統、挨拶ができる伝統、各種行事に打ち込
む伝統、学習に取り組む伝統、自主主体的な生徒会活動の伝統などですが、そのような伝統を引き継げる仲
間、信頼できる仲間のいる六中も大切です。まだまだ課題もあると思っています。さらに高めるとともに、
そこの一員であることや卒業生であることを誇りに思う心を大切にしていかなくてはならないと考えます。
その思いは現在も変わりません。
３月１８日（金）に３年生が卒業式を迎えますが、コロナとの生活の中でも、後輩に残すべき見本の姿を
見せてくれた３年生です。おめでとうございます。
中学３年間のうちの２年間以上をコロナ感染防止と並走してきた３年生です。ただ小さく閉じこもって守
るのではなく、修学旅行や諸行事や学習を実現可能な工夫をしながら実施し、真剣に挑戦し、楽しむ姿を見
せてくれました。この姿こそが今年の卒業生の残してくれた伝統たといえます。卒業生が残してくれた伝統
を受け継いでさらに次の学年らしい活動で更なる六中の伝統を築き上げていけるはずです。挑戦し楽しむ姿
を見せてくれた卒業生に感謝いたします。
さて、ようやく次の生活へのスタートラインに立った卒業生の皆さん。これからも２年や３年はアッとい
う間に過ぎてしまいます。目標に近づける３年間になるように日々の生活を充実させるよう努力しましょう。
今年一年、学校の諸活動ならびに PTA へのご理解とご協力をいただき本当にありがとうございます。
予定していた行事や学習活動が十分に実施できず大変残念ですが、生徒のけじめある行動とご家庭のご協
力によって今日まで進めてこられたことを心より感謝申し上げます。学校評価や学校運営協議会で、ホーム
ページ（校長室から）の発信について好評価をいただきました。励みになる感想をいただきました。今後も
継続してまいります。
今年度も、卒業式（入学式も同様）は来賓をお招きしない卒業式になります。市教委の方針のもと保護者
の参加も各ご家庭２名に限らせてもらって準備を進めております。感染防止のため制約は多くなりますが、
ご理解の上ご協力をお願いいたします。
１１年目の３．１１が来ました。昨年の１０年目よりは地味ですが現在の復興状況をじっくりまとめた報
道が目に付く気がします。皆さんは１１年前のことをどのようにとらえ、生かしているでしょうか。さらに
今、コロナで大変な中、東ヨーロッパで紛争が起きています。中東やアフリカでの紛争よりも重く扱われる
のには理由があるとの声もあります。皆さんには、多くの情報を集め現状と今後について考えてほしいと思
います。第一に考えるべきは何なのか、関心を持ち続け考えていきましょう。

障害のある方の話を聞く会・福祉体験（２年）
＜２月７日（月）
・２月１４日（月）＞
障害のある方々への理
解を深め、介助の体験を
することで、相手の立場
になって考えたり、思い
やりをもつことを身をも
って体験しました。

六中授業・部活動体験 ＜２月１０日（木）＞
小中連携活動の一環とし
て、立川八小と立川十小の６
年生が来校し、生徒会から六
中の紹介、有志合唱の生徒た
ちの合唱披露、本校教員の授
業体験、部活動の紹介をしま
した。

スキー移動教室（１年） ＜３月１４日（月）～３月１６日（水）＞
長野県大町市でスキー移動教
室をおこないました。延期等もあ
りましたが、無事に行うことがで
きました。集団生活を通し、貴重
な体験ができました。各ご家庭の
ご協力ありがとうございました。
生徒の活躍（敬称略）
【東京立川ライオンズクラブ教育表彰受賞】
・佐藤 京介(３A) ・吉田 美羽(３B) ・北畠 龍人(３C)
【健康努力生徒表彰受賞】
・鈴木 玲央(３A) ・川俣 美海(３C)
【体育優良生徒表彰受賞】
・山田 紗楓(３B) ・鈴木 櫂人(３C)

校内防災コンクールののぼり旗
校内防災標語コンクール
で最優秀賞を受賞した 中
野 陽向 さんの標語が、の
ぼり旗になり、校内に展示
してあります。
【３月の予定】

英語検定合格者
１月の日本英語能力検定で準２級または３級に合格した生徒
を紹介します。
（敬称略）
＜準２級合格者＞
・櫻井 敦啓(１B) ・本間 梨紗(２A)
＜３級合格者＞
・新藤 蒼太(１D) ・増田 心春(１D) ・森 葉摘(１D)
・室 幸汰(２A) ・高橋 葉月(２A) ・飛田 遥翔(２A)
・竹内 蓮(２A) ・細貝 咲里(２B) ・大久保 有晟(２B)
・木村 優斗(２B) ・菅野 亜実(２B) ・平井 菜々実(２B)
・小原 えみな(２C) ・西 梨杏(２C)
漢字検定合格者
１月の日本漢字能力検定で準２級または３級に合格した生徒
を紹介します。
（敬称略）
＜準２級合格者＞
・臼井 咲喜(１A) ・佐藤 実和(２A)
＜３級合格者＞
・牧野 慧斗(１A) ・木村 紗菜(２A)
・小林 紗英(２A)
・竹内 蓮(２A) ・賀曽利 陽菜(２B) ・中西 晴琉(２B)
・松本 愛結(２B) ・佐藤 美沙希(２C) ・中村 蒼(２C)
・濱野 晏慈(２C) ・村田 圭総(２C)
１年生・２年生のみなさんへ

来年度始業式は、４月６日（水）です
※８：００～ 昇降口前にて、新クラス発表
＜持ち物＞ 上履き、各学年提出物等

18 日(金)
22 日(火)
23 日(水)
24 日(木)
25 日(金)

第４７回 卒業式
川越校外学習前日指導(１年)
給食終了 川越校外学習(１年)
大掃除③ 球技大会(２年)
修了式 26 日(土) 春季休業日始

【４月の予定】

※３月現在の予定です。今後
変更になる場合があります。

6 日(水) 始業式 入学式準備
7 日(木) 第 49 回 入学式
8 日(金) 安全指導 定期健康診断始
教科書配布 写真撮影(全学年)
身体測定①～③(全学年)
全校オリエンテーション⑤
11 日(月) 全校朝礼 部活動説明会⑥
休み明けテスト
12 日(火) 第１期時間割始 給食始(２・３年)
専門委員会 聴力検査(１・３年)
仮入部始
14 日(木) 中央委員会
15 日(金) 保護者会(全学年)
18 日(月) 生徒会朝礼 議案書討議①
心臓健診(１年)13:15～
19 日(火) 全国学力・学習状況調査(３年)
給食始(１年) 六中訪問(小中連携)
20 日(水) 尿検査１次①(全学年) 避難訓練
21 日(木) 中央委員会 定期考査１週間前
22 日(金) 離任式⑥ 仮入部終
23 日(土) 学校公開①～③ 引き取り訓練④
27 日(水) 尿検査１次②(全学年)
28 日(木) 中間考査(全学年)
①国語②数学③社会④理科⑤英語
（※１年生は⑤学活です）

