
 

 

 

 

6/15(月)映像朝礼講話 『通常登校キター！！』の話 
           ～心と頭と身体のウォーミングアップ期間終了～ 
 今日から通常登校が始まりました。スカスカの教室授業から、机の間隔を目一杯開けての全員集

合の学校生活です。順調に進むことを信じましょう。信じるための根拠は？大宮中のコロナ対策と

それを守る皆さんの意識と行動です。生徒の皆さんや教職員が感染したら、再び学校閉鎖です。そう

ならないために、油断なく行動してください。朝夕は決めた時刻に検温して、微熱が出たり体調不良

の時は、勇気を出して欠席する判断も大事です。規則正しい睡眠や食事にも気をつかいましょう。マ

スクは当分の間、登下校時以外は全員着用です。忘れてしまったら申しわけないですが、再登校にな

ります。『予備をカバンに』を習慣にしましょう。校内では石けん手洗い、うがいはまめに。休み時

間ごとに教室や廊下の移動中に蛇口が目に留まったら洗う『新しい学校生活』です。 

 学校で一番注意すべきは何の時間ですか？そう、給食です。全員が手洗いを入念に行います。水道

の蛇口の数が限られているので、洗う時も当番を先に順番に 30 秒 wash！配膳は廊下です。受け

取る人は密を避けて並びます。当番は手袋をつけてトングやお玉を扱います。教室内では静かに着

席して待機です。食事中は、机は前向き、会話は原則禁止。厳しいですね。飲食を伴う行為中に、マ

スクのない状態で会話をするのは、飛沫を飛ばす危険があります。これまで未体験の、静かな音楽と

食器とスプーンがカチャカチャ鳴る音だけが聞こえる、新しい給食が始まります。 『閑
し ず

かさや 胸

にしみいる 箸の音』（季語なし。早く楽しい給食が戻りますように） 

 教室、特別教室、廊下の共用部分は、毎日担当の先生や主

事さんが消毒をします。ですから消毒済みの放課後の教室

には無断で使えません。ゴミ箱も足踏み式でふたのあるタ

イプに変えました。トイレのドアは触らないために開放し

て、衝立や目隠しのれんを設置しています。共用部分を触ら

ない対策です。同じ理由で教室のドアも開放しています。

窓、天窓、足下の窓は、１０～２０センチは常に開けて空気

の流れを作りましょう。体育や部活の更衣のやり方も密に

ならないように変えました。その他の細かい対策は、担任の

先生とルールを確認してください。 

 最後に、今日から部活動が始まりますね。待ちに待ったという人も多いでしょう。長期間の休校明

け、特に運動部は身体を慣らしながら熱中症に気を付けてスタートしましょう。３年生は７月 31 日

までの活動です。公式戦がないのが大変残念ですが、新しく入ってくる１年生の面倒を見たり、自ら

の競技力を高めたり、仲間との最後の練習を全力で楽しんでください。１・２年生は、今日からの部

活動を当たり前の時間と思わないことです。写真を見てください。佐賀北高校野球部の生徒です。今

年の中・高３年生は可哀想、と思う前に、実は皆さんも来年同じ事が起きないとは限らないと思って

ください。コロナが来年消える保証はどこにもありません。悲観せよと言っているのではありませ

ん。『今を充実させて生きよ』ということです。やれて当たり前ではありません。ぜひ、今日から始

まる部活動・仮入部、そして授業、家庭学習、学校行事、生徒会・委員会活動、習い事等に積極的に

取り組みましょう。３年生は進路決定にともなう受験勉強も、健康、元気でやれるだけ大もうけじゃ

ないですか？進路に『挑戦』ですよ。ある意味、私たちはコロナのおかげで、学校で過ごす時間がな

くなって初めて大切なものが分かったのです。『ピンチをチャンス、は自分の心次第！』です。 

 『なでしこの 色鮮やかに 明るく強く 優しい心で 毎日挑戦』 
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甲子園中止に涙、涙（廊下のニュース掲示物から） 



第７４回入学式 
本来なら４月７日（火）に予定していた入学

式。約二ヶ月遅れで入学式を挙行しました。当日

は朝から雨模様で、校庭から体育館に会場を移し

ました。天候のお陰で校長式辞の中で、スクリー

ンを使った映像による短時間の歓迎メッセージ、

誓いの言葉を差し挟むことができました。後日、

新入生の『中学生になって』の作文を読むと、

「入学式は緊張したけれど、ようやく中学生にな

った実感が湧いてきました」という感想が、大変

印象的でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

６ １（月） 

歓迎の言葉 生徒会長 佐藤凛子 

新入生の皆さん。ご入学おめでとうござい

ます。二ヶ月遅れてようやく入学式を迎える

ことができましたね。皆さんは大宮中学校で

始まる生活に胸を膨らませていることでしょ

う。その一方今年はコロナウイルスの影響で、

先が見えず不安を抱えていることと思いま

す。そんな皆さんに大宮中学校の様子を話し

たいと思います。中学校では新しいことが加

わります。例えば授業時間が５０分になった

り、教科ごとに先生が替わったりします。そし

て科目ごとの定期テストもあります。戸惑う

こともあるかと思いますが、遠慮せず先生方

や私たちに相談してください。大宮中学校で

は運動会や音楽発表会などの行事がありま

す。勝ち負けよりも、学級や学年の仲間と本気

になって一生懸命取り組むことが、行事を成

功させるのに一番大切なことです。そのため

に私からお願いがあります。みんなが安心し

て過ごせるように、ルールを守り、お互いを認

め合って充実した生活を送りましょう。皆さ

んと会えるのを楽しみにしています。 

誓いの言葉 新入生代表 佐藤禅太 

 新型コロナウイルスの影響で、日々状況が

変わり、入学が二ヶ月ほど遅れてしまった中

で、本日はこのような式を開いていただきあ

りがとうございます。いよいよ僕たちも中学

校生活が始まります。僕が中学校で楽しみな

ことは学習です。小学校の学習よりも各教科

で授業のスピードが速くなっていると、先輩

方から聞いています。また、社会や理科では

より詳しくより深い内容になって難しくなる

と思いますが、今はとても楽しみです。技術

や美術では初めての道具を利用して作品を作

っていくと思うのでとてもワクワクしていま

す。もう一つ興味があるのは生徒会活動で

す。昨年杉並子ども未来サミットに参加し

て、中学生の意見を聞きいろいろなことを知

りました。校舎内で挨拶をする活動や、委員

会活動を通して学校をより良くするために工

夫していることが、よく分かりました。今日

から大宮中学校の一員として、僕もより良い

大宮中学校にするために、努力していきたい

と思います。慣れない事や不安なこともあり

ますが、新入生一同力を合わせて頑張ってい

くので、先生方、主事さん方、先輩方、これ

からの三年間どうぞよろしくお願いします。 

校長式辞『優しさをもって、夢や目標に

向けて挑戦を続けて！』と話しました。 

体育館入場。保護者は平日にも

関わらず百名以上の出席でした。 

『学びの教室』スタート 
 巡回指導員を迎えて毎週水曜日に始

まりました。気持ちの切り替えが難し

い、特定の教科に苦手さがある等、様々

な困り感をもつ生徒に、個別に指導を

する教室（授業の補習ではありません）

です。二学期からの入室をご希望の家

庭は、担任を通じて 6 月中にご相談く

ださい。 



今年度大宮中の教育計画 
 伝染病という自然災害の怖さを、あら
ためて実感している次第です。本来であ
れば、保護者会で直接お伝えするところ
ですが、全体会が開けません。紙面を借
りて今後の予定をお伝えします。 
１ コロナ休校期間の影響…授業時数
の確保のために、年間行事計画に多くの
変更を加えています。新しい年間行事予
定表をご参照ください。 
① 進路説明会は 7 月 11 日（土）に実

施します。3 年生の入試日程、実施内
容も気になるところです。情報が入り
次第お知らせします。（※都立入試の出

題除外範囲、2/21 一般入試は発表済み。） 
② 一学期の終業式は 8 月 7 日（金）、二

学期の始業式は 8 月 24 日（月）と
なります。夏季休業日は 16 日間に短
縮しました。 

③ ６、７月は土曜午前授業を2回実施。。 
④ 二学期の終業式は12月26日（土）、

三学期始業式は 1 月 6 日（水）とな
り冬季休業日も 10 日間に短縮です。 

⑤ 中間考査、期末考査という名称を第１
～４回定期考査に変えました。各回の
バランスを考えて配置しています。 

⑥ 大宮中の二大行事は、日程を大幅に後
ろに移動しました。運動会は春から
10 月 24 日（土）に、音楽発表会（合
唱コンクール）は秋から 3 月 13 日
（土）に変更しました。今のところ、
運動会は午前中半日で、３密にならな
い種目を創案して行う予定です。練習
期間も短縮します。残念ながら、伝統
のむかで競技は実施困難です。運動会
の秋開催に伴い、音楽発表会は３年生
の受験が終わる予定の３月卒業期に
実施します。セシオン杉並は抽選とな
りますので、土曜日が外れたら前後の
平日で行う予定です。 

現状では体育・部活動は軽い運動か
ら、音楽授業では歌うことができない
状態です。コロナが沈静化した上に、
第二、三波が来ないことが実施の条件
です。中止の苦渋の判断もあり得ます。 

⑦ 修学旅行は予定どおり 9 月 22～24
日に実施します。９月が無理な場合、
３月上旬にスライドして関西以外の
旅行先に変更することも想定してい
ます。実施させたい想いは強いですが、
３年生に安全な 2 泊 3 日の旅行が確
保できる事が大前提です。杉並区教育
委員会の判断で、23 校とも中止の可
能性はあります。 

⑧ 三学期の２年生の移動教室（スキー）
と C 組の連合移動教室（スキー）は、
今のところ実施の予定です。一校の学
校判断ではなく、杉並区教育委員会の
判断によって決定します。 

⑨ ２年生の職場体験（３日間）は、今年
度は中止です。受入先の職場の安全が
確保できないことによります。 

⑩ 部活動は６月１５日（月）から再開し
ます。１年生の仮入部も開始しました。
部活動が楽しみな生徒も多いのです
が、３密を避けながら、運動部は休校
期間に落ちた体力を徐々に回復させ
ていきます。15 日の再開の週は
17:30 最終下校でした。朝練習は一
学期については実施しません。 

２ 工事関係…待望のトイレ改修があ
ります。昨年度の PTA や学校運営協議
会の区への働きかけのお陰です。全館で
乾式床トイレになり、壁や天井がリフォ
ームされます。 洋式トイレも増えます。 
また、体育館にエアコンが入ります。区
の施策により防災避難所としての機能
を高めるための工事です。さらに校庭の
土の改修があります。カチカチに固まっ
た校庭の土を柔らかく整地します。これ
らの工事は、７，８月に実施します。本
来は夏季休業期間の工期でしたが、夏季
休業日の短縮により、授業日に行われる
期間があるため、体育や部活動への影響
や、工事の音が教室に入る時期もありま
す。ご了承ください。 
３ オンライン授業…杉並区教育委員
会では、今後予想される第二波に備えた
計画を策定しています。詳細がまとまり
ましたら、ご報告いたします。



 


