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令和 3年 2月 26日
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より No.11

茅ヶ崎市立中島中学校長 高橋 一生

「咲くも無心
花は嘆かず

散るも無心
今を生きる」

～ 創立45周 年を飾る、第44回 卒業生の皆さんへ ～

今年度は、新型コロナウイルス感染症への対応に追われ続けた1年となりました。特に、3年生にとつて

は、修学旅行の延期、中止を初めとして、様々な困難に遭遇した年でした。しかし、このような状況にお
いても、3年 生は全般的に落ち着いて、穏やかに中学校生活を送ってくれました。たいへん感謝し

ています。そして、皆さんのご卒業を心より祝福します。

私はこの 1年 、学校だより等において、皆さんに様々なメッセージを送ってきました。例年のように

学校行事の当日に直接お話する機会が少なかったことは残念ですが、卒業を前にその中の主なも

のを紹介するとともに、新たに「坂村 真民 (さ かむら しんみん )」 の詩を紹介したいと思います。

○「荒波の向こうには、きっと素晴らしい景色が待つている。」
(第 45回 入学式及び令和 2年度始業式を終えて)【 学校だより Na 2】

0「 自覚ある」そして「自主的な」行動を心掛けてください。
(学校再開に寄せて)【学校だより 賄.3】

Orも し、平和がないとすれば、それはお互いに支え合つていることを忘れてしまったからなのです。」

(マ ザー・テレサ)【学校だより No.3】

Or小さな善意を大きな貢献に変える」
(ヘ レン・ケラー)【 学校だより No.4】

○『人生で最高のもの、最も美しいものは、目に見えず触れることもできません。それは心で感じ

るものなのです。」 (ヘ レン・ケラー)【 学校だより No.4】

○「新しい生活様式」「発想の転換」「先を見通す力」をキーワードに、自分を磨いてください。
(新たな「生きる力」を身に付けるために)【学校だより No.5】

○「チーム学習」を合言葉に !!
(生 徒と教師とで授業をつくりあげる)【 学校だより No.6】

○「マイナスの環境を、プラスに変えられる中島中学校に !:」
(「 創立45周 年記念」第45回 体育祭開会式)【 学校だより No.7】

○「普段の努力」を大切に !

(避 難訓練・防災学習を終えて ⇒「金石の奇跡」に学ぶ)【学校だより No,8】

0「 花が咲くには、強い根があつてこそ」
(小 倉 全由)【学校だより No,9】

O「 結果につながる道をコツコツと歩き、基礎を積み上げて行く時期」
(丑 年にちなんで 1冬 期休業明け全校朝会 1)【学校だより 臨 10】
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どれかひとつでも、皆さんの人生への応援メッセージになれば幸いです。

さて、今年度、本校では、地域の協力を得て「創立 45周 年記念」花壇が完成 しま した。 こ

の花壇を見なが ら、 3年生の この 1年 間を振 り返 つた時、私は次の詩を思い浮かべま した。
「以|バ|よ:JI氏,Ctx_艶1瞑1範iユ窓1興|し、̂

′
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明治42年 に熊本県で生まれた「坂村 真民」という方の詩です。高校入試を控え、校長室で行つ

た面接練習の場でも、多くの3年生がコロナ禍を嘆くことなく、9月 19日 に開催した体育祭がとても

思い出に残つたと言つていました。規模は縮小となつてしまったが、クラスや仲間との絆 は、かえつ

て深まったというのです。本校の「花」とも言うべき3年 生ですが、まさに「花は嘆かず 今を生きて」
くれたのではないでしょうか。想定外のことが多く起こつた中学校生活ではありましたが、充実した3
年間を過ごした皆さんの今後に期待しています。



【お知らせ 】

(1)第 44回 卒業証書授与式
2月 10日 付及び 2月 25日 付で配付した別紙の記載内容に従つて挙行したいと思います。な
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(2)生 徒による授業アンケート
12 に の で 6つ

間 1 問 2 問 3 間 4 問 5 問 6

まったくそう思わない 3.1% 2.8% 8.5% 2.7% 2.8% 3.3%

あまりそう思わない 9.7% 10.3% 13.3% 8.6% 7.2% 9.9%

少しそう思う 36.7% 37.3% 24.8% 35.69` 30.0% 35.8%

特にそう思う 50.4% 49.6% 53.5,` 53.2% 59.9% 51.1%

(3)現 2年修学旅行の延期
2月 10日 付で別紙を配付しましたが、市内全中学校で延期を決定しました。本校は、現在、令

和4年 2月 22日 から2月 24日 での実施を予定しております。公立高校の入試 日程に配慮しなが
ら、計画を進めていきたいと思います。

(4)東 日本大震災追悼集会
3年 生は3月 9日 に、1・ 2年 生は3月 25日 に実施します。平成23年 3月 11日 14時 46分 18

秒に発生した東北地方太平洋沖地震に伴つて引き起こされた災害により、多くの尊い命が失わ
れてから10年 が経とうとしています。短時間ではありますが、心のこもった会にしたいと考えて
おります。

(5)「 創立 45周年記念」花壇
タウンニュース2月 5日 号に本校の取組が紹介されました。今後もこの花壇を大切に維持して

いくとともに、春に向けて花壇の整備を行つていきたいと思います。なお、花壇造営の経緯につ
いては、湘南地区まちぢから協議会ホームページの 12月 21日 付で、子ども育成部会『創立45
周年記念事業の地域連携の取組」で詳しく紹介されているので、ご覧いただけると幸いです。

(6)4月 の授業参観、学級懇談会、学年懇談会、部活動説明会、第 1回 保護者代表者の会
2月 24日 に保護者向けの別紙を配付しましたが、4月 の授業参観、懇談会等を同日開催にし

たいと考えております。期日は、4息 20、見

“

(1鼠鳳αどな定です。保護者の皆様には、この日の午
後を空けておいていただけると幸いです。なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、
変更となる場合もありますので、ご了解ください。

<3月 の主な予定 >

授業の中:こ 電製□亘 態豊学左」(将 来の生活に役立つ力)が 身に付く場面が設定されている。
生徒と教員が協力してつくりあげるような授業が行われている。(「 チーム豊習」として)

グループ・ペアワーク活動 (仲 間と協力して行う活動)が 取り入れられた授業が行われている。

※グループロペアワーク活動 :複数名で行う、実習や実験などの活動や話し合いを含む。

生徒が意欲的に参加することができる授業が行われている。

授業の 目標やその授業の中で何を行うのかが、はつきりと示されている。

価について、どのように評価されているのかがわかりやすく説明されている。の

質問①
質問②
質問③

質問④
質問⑤

3日 (水 ) 3年租税教室 |

5日 (金 ) 二年凧揚げ大会(しおさい広場){2月 先 日が可雨i而弱雨T¬‐1こ郷轟腱通
8日 (月 3年薬物乱用防止教室
9日 (火 ) 卒業証書授与式予行 (3年 )、 3年 東 日本大震災追悼集会、

創立45周 年記念及び卒業記念講演会 (講 師 :小 俣夏乃さん )

11日 (木 ) 第 44回 卒業証書授 与式
16日 (火 | 1年交通安全教室
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． 25日 (本 : 大掃除、1・ 2年 東 日本大震災追悼集会、修 了式、離退任式

生徒の皆さんから、とても
素晴らしい評価をいただきま
した。この結果に満足するこ

となく、授業改善を推進し
ていくつもりです。


