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一年間に感謝し、新年度への夢をもとう
校長 辻
東京でも桜の開花宣言が出され、今年も卒業
とお花見が重なることになりました。
私の散歩コースである小金井公園や井の頭
公園も、コロナ対策で宴会はできないものの、
お花見の人で埋まるこ
とでしょう。
その井の頭公園の自
然文化園にかつて「は
な子」というゾウがい
ました。
「はな子」は子どもたちのアイドルで、いつ
も多くの人に囲まれていました。かくいう私
も、小さい時は父に連れられ、大人になってか
らは子どもを連れて、よく訪れました。
「はな子」は、1949(昭和 24)年 9 月､｢イ
ンディラ」と同じ頃に日本にやってきました。
戦争が終わり、食糧難でまだ各地に空襲の焼
け跡が残る 1949 年 3 月のことでした。ゾウ
を知らない妹にゾウを見せてやりたいという
10 歳の少年が上野動物園に出した手紙が、新
聞に掲載されました。多くの人たちが賛同し、
国会に陳情が行われ、インドのネール首相に手
紙やゾウの絵が送られて大きな話題になりま
した。
そして、ネール首相は、娘の名をつけた「イ
ンディラ」を、タイの実業家は「カチャー」
を日本に贈ってくれました。太平洋戦争中の
1943(昭和 18)年、アメリカ軍の空襲が始ま
ることがわかると、猛獣たちの逃走防止やエサ
不足解消を理由に、東京都からの命令で、猛獣
の殺処分が行われ、名古屋の 2 頭以外は、エ
サを与えられずに餓死させられ、多くの子ども
は、ゾウを見たことがありませんでした。「カ
チャー」は、戦争中に死んだゾウの名を採り､
｢はな子」と名付けられました。
「はな子」は「インディラ」と｢移動動物園」
として日本中を回り、多くの子供たちを喜ば
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せた後、1954(昭和 2
9)年から、井の頭自然
文化園に移され、みん
なに愛され、2016(平
成 28)年 5 月に国内最
長寿記録を残し亡くな
りました。
今は、吉祥寺駅北口広場に銅像が作られて
います。
東京大空襲や東日本大震災について、様々
に報道され、命の大切さを考えさせられる 3
月ですが、松溪中学校が今の校地に移転した
頃、一人の少年の夢に、多くの人々の想いが
重なり、みんなの心を和ませる素晴らしい贈
り物が日本に届きました。
食べ物も十分でなかった戦後の時代に国内
国外を問わず、多くの子どもや大人が立ち上
がり、本当に夢はかなうのだと信じ、夢をか
なえようとしました。そして、夢はかない、
多くの子どもたちは、人の力が集まれば、夢
はかなうことを知り大人になりました。
思えば、戦後日本の奇跡の復興の原動力に
なった出来事だったのかもしれません。
できなくて諦めなくてはいけないこと、悲
しくつらいことばかりが多く、夢を見ること
を忘れてしまいそうなこの１年でしたが、
新しい令和３年度は、人の力を結集すれば、
できることはあるということを、もう一度み
んなで思い出せる１年にしたいものです。
地域・保護者の皆様、ここまで、令和２年
度の松溪中学校の教育活動に、ご理解ご協力
いただき、本当にありがとうございました。
新年度も、コロナ禍に負けず、よりよい学校
づくりを目指してまいります。ご理解ご協力
をお願いいたします。

文化庁主催の「令和 2 年度子供のための文化芸術体験機会の創出事業」の一環で、福岡県太宰府市より「ＮＰＯ法
ど う け

人劇団道化」の方々をお呼びし、演劇鑑賞会を実施いたしました。戦中、戦後の鹿児島県知覧が舞台の「知覧・青春ア
イ・アム・ヒア」は中学生にとってもわかりやすいストーリーだったことから、生徒たちは集中して鑑賞していまし
た。新型コロナウィルスの感染予防から、アリーナでの鑑賞は３年生のみで、１・２年生は教室でリモート鑑賞でし
た。当日の映像を保護者の皆様方に限定公開する予定です。ご家族そろってお楽しみください。

密を避けるために行われた 2 学年の球技大会の種目は、バ
レーボール（アリーナ）とドッジボール（校庭）の 2 種目。体育の授業以外、運動がなかなかできない環境の中で、
生徒たちは大いに楽しんでいました。

３年生の特別時間割の中で、伝統芸能鑑賞として「狂言鑑賞
教室」を実施いたしました。

令和２年度第２５回『快適な住
まい』作文コンクールにおいて
２年生の３名が表彰されました。 生徒会が全クラス参加による「クロスワ
ード」を実施し、各クラスから答えが集
まりました。
金賞：野田 希さん（２年）
銀賞：三宮麻莉さん（２年）
佳作：今野 純さん（２年）

実際の動きを体験しました。

２年生は５月２８日から２泊３日の
予定で、奈良・京都方面の修学旅行
が行われる予定です。
３月１日（月）に事前学習のための講
演会をリモートにて実施しました。
ガイドブックに載っていない、松溪オ
リジナルのコース作りに役立ててほし
いですね。

全 10 クラスから出た答えをつなぐと 3
年生へ向けたメッセージになりました。
コロナ禍において、思い通りに活動がで
きない中での生徒会のアイディアは素晴
らしかったですね。

令和 2 年度杉並区中学校書き初め展に出
品した作品が生徒昇降口近くに展示されて
います。
谷浦花怜さん（2 年）の作品は、全日本
書写書道教育研究会会長賞を受賞。さらに
第 21 回全国中学校総合文化祭岩手大会
（令和 3 年 8 月開催）に出品予定です。
松林息吹さん（1 年）の作品は第 60 回
東京都中学校書き初め紙上展にて「推薦」、
佐々木香南子さん（1 年）と寺本乃和さん
（3 年）はそれぞれ「金賞」を受賞いたし
ました。おめでとうございます。

今年度の文化発表会舞台の部は、コンクール形式ではなく、
「みんなで一つのものをつくりあげる」ことをテーマに、
感染防止対策をしながら、3 月 23 日（火）に実施いたします。アリーナで各クラス 2 曲合唱しますが、他学年は教
室において、リモート鑑賞になります。当日の様子（歌声）は、ユーチューブにて限定公開いたします。

練習中も感染予防対策をとっています。
いのちの大切さについて考える「いのちの授業」。今年度は NPO
法人「ピッコラーレ」の中島さんをお呼びして、3 月 11 日（木）
に２年生（3 年生はリモート視聴）、3 月 16 日（火）に 1 年生に向けて講演をしていただきました。
自分や周囲の人の生命を尊重し、希望をもって生きていく意欲や態度が身につくことを期待しています。

年間を通じて各教科の授業での作品を展示、鑑賞する「文化発表会
展示の部」が 3 月 13 日（土）の午後、実施いたしました。
本来ならば、保護者の皆様方にも鑑賞していただきたかったのですが、緊急事態宣言中ですので、学校支援本部の方
が撮影した写真をインターネット上で限定公開をいたします。多くの生徒の作品をネット上でご覧になってください。

３月１６日（火）、国際理解の
一環として、公益財団法人「武田
太加志記念能楽振興財団」の方々
をお呼びして、能楽鑑賞教室を
アリーナにて実施しました。

6 日（火）
7 日（水）
8 日（木）
9 日（金）
１２日（月）
13 日（火）
14 日（水）
15 日（木）
16 日（金）
17 日（土）
19 日（月）
20 日（火）
21 日（水）
22 日（木）
23 日（金）
26 日（月）
30 日（金）

始業式
入学式
給食（始）
新入生歓迎会（5～6 校時）
安全指導 前期時間割（始）
専門委員会（6 カット）
杉教研総会（5 カット）
中央委員会
身体計測、保護者会、修学旅行保護者説明会
土曜授業、避難訓練（引き渡し訓練）
生徒集会
専門委員会
校内研修
内科検診（1 年）、中央委員会
離任式
朝礼
部活動保護者会（6 カット）

３月１３日（土）、３年生にとって、中学校生活
最後の球技大会でしたが、無情の雨･･･。
体育館にて男女別バレーボール大会になりまし
た。卒業前のクラスマッチ。良い思い出になった
ことしょう。

今年度の第 71 回卒業式を 3 月 24 日（水）、
また令和 3 年度入学式を 4 月 7 日（木）に本校
体育館（アリーナ）にて実施する予定です。
どちらも保護者の方々は、2 名までのご出席
が可能となります。
卒業式及び入学式の開式時間は１０時になり
ますが、保護者の方々は９時３０分から入場で
きます。
また、感染予防対策のため、ご来賓の皆様につ
きましては、参列者の制限ということで、ご招
待を控えさせていただきますことをご理解、ご
了承ください。

