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◆６月の重点目標「思いやりの心を大切にしよう」
「自ら進んで学習し、授業を大切にしよう」

行事を通して
校長 加藤 隆司
先日、マスクをして３年目、幼少期の心の育成や表情の育成、コミュニケーション力の育成、さらには言葉の覚え
など心配な状況があるという報道を目にしました。
確かに、赤ちゃんは母親の笑顔を見て心が育つと聞きますし、大人でも、目だけの表情では相手の思いが伝わり
にくいと感じることが多くなったと思っていました。生徒の皆さんにも、やり取りでそう感じている人がいるのではないかと
思います。ここにきて熱中症と感染予防の視点からマスクを外してもよい場面についての報道も増えましたが、それだ
けではなく、心の成長、コミュニケーション力の成長の視点からもマスク利用を考えていく必要があるようです。
本校では、体育授業では運動の負荷もかかるので必ずしもマスクを着用しなくてもよいと指導しています。また昼食
時も黙食と換気を前提にマスクは外しています。世間では散歩などの外出時は距離が空いている場合は外してもよ
いという話も出ています。とはいえ、学校では感染者や濃厚接触者の連絡が入ると、授業の座席やマスクの着用を
確認しています。おかげで学級閉鎖を要するほどの感染は見られずに今日まで過ごしてきています。なので、距離が
近く人の多い教室での着用は今しばらく必要と考え、これから暑くなってきますので、登下校も含め屋外での活動で
は臨機応変に判断してもらうことが大切ではないかと思います。
さて、体育大会が終えてもう２週間が過ぎようとしています。練習期間に雨天の日が多く、金曜日の体育大会本
番が心配でした。練習は間に合うのだろうかと、大縄跳びに取り組む生徒の様子を見守っていましたが、幸い天候に
恵まれ、生徒はその成果を発揮できるところまで高めて臨むことができました。
手前みそになりますが、予行練習で全体の動きや係の動きを確認した成果が、本番当日にはしっかり発揮されて
おり、生徒の意識の高さと行動力に改めて感心しうれしく思いました。六中の伝統の襷をしっかりとつないでくれました。
２年前、コロナ感染が広がり、多くの学校行事が中止になりオンライン学習を取り入れる場面も出てきました。
私は、時代の要請なので、徐々にオンラインなどの学習形態が広まっていくことも大切だと考えてはいますが、学
校に実際に生徒が集い、様々な行事や活動や学習を通して仲間との交流を重ね、時にぶつかり、時に支えあい、
励ましあえる人間関係を築く機会を大切にしたいと思っています。
そのような意味で、体育大会でクラスの仲間と同じ目標に向かって協力しより良い方法を考え、力を合わせる体験
を積んでくれたことはとても大切だと考えます。
生徒の作文の抜粋を学年だよりなどで目にすると、様々な思いの中、力を合わせるために苦労しながら最後には
体育大会が自己の成長のきっかけにできたと書いてあるものが多くみられ、期待した経験を積んでくれているのが伝
わってきます。
今日から３年生は修学旅行に行ってきます。今後も１年生は多摩動物公園への校外学習が予定されていますし、
７月には２年生が職場体験を通して地域の方とのふれあいや学びに出かけてきます。ほかにも学年の活動や、全校
の行事など予定されていますが、この若い時期にこそ、実際の会話や接触を通してコミュニケーションの取り方を学
んでこれからの生活に生かせるようになってほしいとおもっています。多くの方の理解や協力があってできる活動です。
ぜひ、事前学習からしっかりと取り組み、参加することで得られる経験から多くのことを学んほしいと思っています。
３年生はこの学校だよりを読むのは修学旅行の後になりますが、いい体験ができたでしょうか。成長はできたでしょう
か。そうであることを期待して出発したいと思います。

第４９回

体育大会

＜５月２０日（金）＞

今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、さまざまな制限がある中、体育の授業や学年練習、全校練習
等に一生懸命取り組み、当日は素晴らしい大会となりました。また、保護者の皆様のご理解とご協力ありがとうご
ざいました。

≪本校学校運営協議会委員のご紹介≫
今年度の本校学校運営協議会委員の皆様です。
よろしくお願いいたします。
・豊泉 茂樹 様
・南斉 道雄 様
・串原 友和 様
（保護司）
（砂川高等学校長 ）
（本校 PTA 会長）
・天野 清一 様
・田中 秀雄 様
（地域学校ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） （立川市教育委員会 学務課 学務係長）

生徒の活躍

＜敬称略＞

≪ソフトテニス≫ 第１０ブロック春季ソフトテニス大会
＜男子団体＞ 優 勝
＜男子個人＞ 準優勝 野崎 蒼太(３C) 木村 優斗(３C)
第５位 室
幸汰(３B) 遠藤 永琉(２A)
飛田 遥翔(３A) 友野 柊雅(３C)
後藤
空(２A) 伊東 汰旺(２B)
≪空手≫ 第４８回 立川市空手道選手権オープン大会
＜中学生男子有段 形 の 部＞ 優 勝 本夛 柊翔(３A)
＜中学生男子有段 組手の部＞ ３ 位 小室 優斗(３C)
＜中学２・３年生男子 組手の部＞ 優 勝 小野 志温(３A)
＜
〃
＞ 準優勝 金子 宙夢(３B)
＜中学２・３年生男子 形 の 部＞ 敢闘賞 金子 宙夢(３B)
＜中学１年生男子 形 の 部＞ 優 勝 小室 優真(１B)
≪はたらく消防の写生会 出展者≫
大久保 有晟(３A)・笠木 珠実(３A) ・辻村 姿佳(３A)
松川 陽加里(３A)・平井 菜々実(３B)・岩田
茜(３C)
佐藤 礼雄(３C) ・本間 梨紗(３C)

＜６月行事予定＞ ※急遽変更になる場合があります。
1 日(水) 修学旅行１日目(３年) 尿検査(全学年)予備日
2 日(木) 修学旅行２日目(３年)
児童・生徒の学力向上を図るための調査(２年)
3 日(金) 修学旅行３日目(３年) ①カット
6 日(月) 全校朝礼 都体力テスト始 いじめ解消・暴力根絶旬間始
7 日(火) 教職員結核検診(10:35～11:15)
8 日(水) 内科検診(２年)
9 日(木) 歯科検診(２・３年) 専門委員会
校外学習前日指導⑥(１年)
10 日(金) 校外学習(１年)
13 日(月) 生徒会朝礼
児童・生徒の学力向上を図るための調査(１A・１B）
14 日(火) 耳鼻科検診(全学年)9:00～11:00 中央委員会
15 日(水) 内科検診(１年)
16 日(木) 避難訓練
17 日(金) 開校記念日
児童・生徒の学力向上を図るための調査(１C・１D)
20 日(月) 眼科検診(全学年)13:30～14:30 美化ｺﾝｸｰﾙ
21 日(火) 美化ｺﾝｸｰﾙ
22 日(水) 定期考査一週間前 美化ｺﾝｸｰﾙ
23 日(木) 学校運営協議会 避難訓練予備日 美化ｺﾝｸｰﾙ
24 日(金) 都体力テスト終 職員結核検診整理日(八小 10:00～12:00)
食育講座⑥(１年)
27 日(月) 安全指導
29 日(水) 期末考査１日目(全学年)①数学②社会③音楽
30 日(木) 期末考査２日目(全学年)①理科②英語③保体
＜7 月＞
1 日(金) 期末考査３日目(全学年)①国語②技家③美術

※展示期間・場所等の詳細は分かり次第、後日お知らせします。

≪歯と口の健康週間ポスター展 出展者≫
金子 慶介(２A) ・菊地 桃花(２A) ・小村 百葉(２B) ・櫻井 敦啓(２B)
土屋 琉花(２B) ・東島 佑暉子(２B)・藤本 百花(２B) ・若松 志歩果(２B)
高居 日奈希(２C)・土屋 叶翔(２C) ・新田 瑠衣香(２C)・東別府 高虎(２C)
山田 悠貴(２C)
※展示期間・場所等の詳細が分かり次第、後日お知らせします。

＜今月のスタディールーム＞
2 日(木)・ 3 日(金)・6 日(月)
7 日(火)・10 日(金)・13 日(月)
16 日(木)・20 日(月)・21 日(火)
24 日(金)・27 日(月)
※２日・３日…１・２年のみ、１０日…２・３年のみ

