
「辞めたいと思った数は、
乗り越えてきた数･･･」
そんなことを思いながらも、私はこの場に立っている･･･

富士見市立富士見台中学校 堀川 博基

■「学年・学級だより」のファイルが、２冊目となった。毎日のように
校長机上に置かれる先生方から生徒への熱いメッセージ、もう 500 部を
軽く超えた。特に体育祭が終わってからは、毎日のように５部･10 部と
配布される。読ませてもらうのが楽しみだ。先生方や生徒諸君の想いを
身近に感じることができる。
□～体育祭が終わったあと、また元の生活にもどるのかと思いましたが、それは違う
と思い直しました。この体育祭から、また新たな生活が始まります。～（１年女子）

□～先輩ってやっぱりすごい～「先輩ってすごいな」と改めて思いました。（１年男子）
□～友だちと交わしたハイタッチ、満面の笑みを浮かべてはしゃいだあの時は本当に
うれしかったです。～（２年男子）

□～来年の１･２年生の子たちに、よい先輩だと思ってもらえるような、行動・発言を
していきたいと思いました。（２年女子）

□～嬉しかった。学年優勝、総合優勝できなくて悔しかったけど、最後の体育祭を楽
しむことができてよかった。（３年男子）

□～この体育祭ができたのは先生方のおかげ、保護者の方たちのおかげ、この体育祭
のためにいろんな人がかかわってくれました。本当にかかわってくださった方には
感謝しかありません。～（３年女子）

こんな心あたたまる想いが、本校「学級だより」には溢れている。そ
れがもう 500部以上も私の手元にある･･･。
左写真にあるように、いま台中は体育祭から発せられた「感謝」で溢

れている。同じ団の先輩・後輩に素直な心をメッセージにして伝える。
教室に廊下にその想いはヒシヒシと感じられる。生徒の想いは･･･そして
教職員の想いは限りなく熱い･･･。
体育祭終了後、多くの保護者の皆様から感想をいただいた。「中学生が

あんなにも元気だなんて！」「うちの子を見直しました」「中学生の全力、
すごいです！」「久し振りに感動しました･･･」。直接私にメッセージを届
けてくれた保護者もあった。コロナ禍で疲弊したなか、保護者の皆様の
心に少しでも残る体育祭であったならば幸いです。
■体育祭が終わった。生徒のがんばりと成長が心に染みた体育祭であっ
たが、成功へ導いた大きな要因として、本校教職員の「体育祭への情熱
と意識」がある。「手前味噌」と批判を受けるかも知れないが、今年度の
スタートからの２ヶ月、教職員は本当に力を尽くしてくれた。
□４月、言わずと知れた新年度のスタート、新しい生徒たちを受け入

れる学校が暇なわけがない。そこに生徒がいる限り、保護者がいる限り、
中学校入学、進級という記念すべきスタートをつまらないものにはでき
ない。ミス・失敗がないよう細心の注意を払う。□何年やっても生徒と
の出会いは緊張する。「学校が好きになる」ことの要素のひとつを自分た
ちが担っているのを理解しているからだ。教職員は、入学式（始業式）
からの１週間を黄金の１週間と呼ぶ。１年間の方向性を固める大切な期
間だからだ。緊張しないわけがない。□４／ 18 チームチャレンジ（団決
め）が実施され体育祭練習が本格化した。３年振りに本格実施される体
育祭への生徒の想いや教職員への期待をヒシヒシと感じる。いまの生徒
を「コロナ世代」と言わせないための体育祭への取組･･･。力まない教職
員などいるはずがない。□体育祭が近づくにつれ生徒のテンションも跳
ね上がる。朝･昼･放課後と生徒のパワーは炸裂する。生徒と共に･･･それ
がすべてではないことは十分理解している。でも･･･私たちには生徒を見
届ける義務があるのも事実だ。□無事に体育祭が幕を閉じた。終われば
終わったで、体育祭の経験を生徒一人一人に定着させるための振り返り
のプロセスが始まる。学級だより、感想、写真･･･保護者も期待している
共有は行事の教育的効果を数十倍にも引き上げる。
■いま、社会的に学校現場は向かい風にさらされている。根絶できない
不祥事、働き方改革、業務改善、人材不足･･･報道されている内容は一般
論として間違いない･･･。そのような状況下で教職員は職責を果たしてく
れている。あれだけの「学級だより」、書き上げる時間を想像してほしい。
校舎に掲示されている写真等の枚数･･･自分を見つけるのにひと苦労だ。
中間テスト前、希望する生徒に寄り添い 18:00 まで補習を展開する。そ
してこの多忙な毎日を乗り切りつつ、あれだけの体育祭を現実のものと
して実践してくれる。もちろん、授業や部活等の日常の職務も確実に→
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▲【体育祭感謝のメッセージ】／いま学校は、体育祭でのつながりに
感謝するメッセージで溢れています。感動を共にした同じ団の先
輩から後輩に･･･後輩から先輩に･･･。心のこもったメッセージや
写真は台中を穏やかに包み込みます。縦割りでの体育祭は、台中
生の心を優しくします。そして、そんな心が全体を包み、さらに
「感謝」という人として大切な気持ちを育てます。生徒はわかっ
ています。誹謗中傷やイラつきが人の心を疲弊させることを･･･。
そして、優しさがさらなる優しさを生むことを･･･。そんなこと
も学ぶことができた体育祭でした･･･。

▲２年生、大縄跳びで設定した学
年全体での目標、1300 回超えを
達成した掲示です。体育委員会で
つくりました。拡大写真を見ると
わかるように、写真を切り貼りし
1376 を浮き立たせています。体
育委員のみなさんお疲れ様！

【写真】左上から／■プールや部活動大会前、万が一に備えて全教
員が救命隊の指導のもと心肺蘇生の訓練をします。君たちの命を
守るために･･･。■技術科で枝豆を栽培しています。その成長の
様子を端末に取り込み栽培日記をつくっています。■通信陸上富
士見市予選の様子です。これを皮切りに学総シーズンに入ります。
新人戦のなかった３年生、最初で最後の公式大会です。悔いなく
全力を尽くせ！（学総入間東部大会 6/14～）。

保護者の皆様へ

→こなしてくれている。事務職員も、相談員も、支援員も、校務員も、そして保護者、地域のみなさんも･･･すべての人がつながっ
てくれての体育祭であり、学校であり、富士見台中だと･･･。多忙な状況を教職員に強いている･･･これは管理職である私の責任だ。
よく言われるが『「忙」しい』という字は、「心」を『「亡」くす』と書く。このような状況をつくってしまったことは慚愧に堪えな
い。それでも･･･そんな本校教職員を誇りに思う。
唐突でありますが、皆様に事実としてお伝えいたします。先日の体育祭において次のような事がありました。■指定場所以外で見

学されている方に、本校職員が移動を促したところ「心ない言葉」をかけられてしまいました。■体育祭終了後に、使用済みのレジ
ャーシートを片付けなくてはならない状況がありました。･･･とても残念に感じています。私たちは生徒と接する立場で職責を果た
していきます。理念と信念により学校運営や指導を進めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。また、学校
としても配慮に欠ける場面があるかも知れません。そのような場合は、学校までご一報いただければと存じます。
体育祭の生徒感想の中に「応援団やらなければよかった･･･」「当日休もうかと思った･･･」「学校、辞めたくなった」等の気持ちの

浮き沈みを示す表現が垣間見られます。「私も子供と同じだな」と未熟さを省みます。職責の壁にぶつかるたびに「辞めてやる!?」「も
う学校なんて行くか!?」と血を上らせていました。特に私が教職についた頃の学校は、いわゆる「荒」の全盛期でしたので･･･。でも、
いま振り返ると「辞めたいと思った数だけ、乗り越えてきたんだ･･･」とポジティブに自画自賛しています。生徒たちの健気にがん
ばる姿は、そんなことを思い出させてくれました。
１学期も折り返しました。この後、中間、学総、期末と中学校生活の本質が問われる毎日となります。熱中症等体調には万全を図

りつつ、１学期のスパートをかけていきます。今後とも本校教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

P.S.／思いが溢れ、このような紙面でお伝えさせていただきました。ご一考いただければ幸いでございます。

令和４年度 月行事予定
日 曜 内 容
１ 金 期末テスト② 避難訓練 資源回収 部×

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火 学校朝会（表彰）

６ 水 総合集金 専門委員会 部×

７ 木 ３年進路説明会（保護者会）

８ 金

９ 土

10 日

11 月 ３年卒業アルバム写真撮影

12 火 生徒朝会

13 水 部×

14 木 短縮⑤(⑥ｶｯﾄ) 17時完全下校

15 金 短縮④(⑤⑥ｶｯﾄ)給食最終日 16時完全下校
16 土 学総陸上県大会

17 日 学総陸上県大会

18 月 海の日

19 火 短縮③(集会･学活･大掃除) 16時完全下校
20 水 終業式 部×

21 木 夏季休業(～8/24) 三者面談(希望制)

22 金 三者面談(希望制)

23 土

24 日

25 月 三者面談(希望制)

26 火 三者面談(希望制)

27 水 三者面談(希望制)

28 木

29 金

30 土

31 日

＊中間テストから期末テストまでの期間が短いですが、範囲
については各教科で調整しています。油断せずしっかりと範
囲を確認して学習してください。

６月以降の感染拡大防止対応について／富士見台中学校
５月23日に文部科学省より『「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変

更等について』通知（A4／６頁）がありました。マスク着用の考え方等が改めて示され
たものです。つきましては本校においてもこの通知内容に則して以下のように対応してま
いります。今後ともご理解・ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

■原則として、感染拡大防止における教室や密集の場等でのマスク着用は継続します。
ただし、熱中症や体調不良等が心配される場合は、指導や自己判断によりマスクを外し
ての対応も臨機応変に実施します。

■上記のマスク対応を含め、消毒、密の回避、手洗い、うがい、検温、健康観察、換気等
の基本的感染防止措置は学校生活全般において継続していきます。

■学校での日常生活において、感染拡大防止の基本は徹底します。以下に示すようにいく
つかのことが緩和されますが、すべてについて基本対応を図った上での実施とします。

□授業
□家庭科において調理実習を実施します。
□音楽科やその他の合唱等については、マスクを着用しての歌唱となります。
□保体科は、その授業の中心となる運動や活動、熱中症等の可能性がある場合等につい
て、マスクを外して実施します（活動内容を考え自己判断によりマスクを着用するの
を認める場合もありますが、状況により外させる場合もあります）。集合してのミー
ティングや打ち合わせ、口頭での指導場面等についてはマスクを着用します。

□特別教室の授業では消毒を継続します（道具等の消毒も含む）。
□学級生活
□給食については、現状の対応（消毒、黙食、換気等）を継続します。
□保健室の対応は、体調不良者について１時間のみ保健室での療養を認めます。発熱等
感染の可能性がある場合は今までどおり早退となります。

□登下校時についても、集団時ではマスクを着用します（個別の場面では状況によりマ
スクを外してもかまいません）。

□清掃等についても消毒等に十分配慮しつつ、現状を継続し実施します。
□部活動
□活動については富士見市の活動指針（現状とほぼ同じ）を継続します。
□１週間のうち５日以内の活動
□土日についてはどちらかの１日が休日 □活動時間は３時間程度 □水分補給以外
の飲食は禁止（対外試合、練習試合等が入る場合はこの限りではありません）

□保体の授業に準じて、ミーティングや話し合い、ストレッチ等以外の主の運動場面に
おいてはマスクを外しての活動を実施します（自己判断や状況により着用しての活動
も認めますが、状況によりはずさせる場面もあります）。
熱中症等の可能性がある場合はマスクを外して活動を実施します。

□詳細については、中体連各種目の取りきめ等を遵守します。
□保護者の見学等について、富士見台中では選手１名につき１名の見学を認めます。
（練習試合等、会場校により差異がありますのでご注意ください）

□その他
□６月以降も陽性について行政への連絡は必要となります。したがいまして、生徒の陽
性・濃厚接触等については学校への一報をお願いします。また、ご家族の方の検査に
ついても、一報をいただき学校は欠席してください。

□感染関連の欠席や感染の疑われる体調不良等については出席停止扱いとなります。
（現状対応の継続となります）

マスクに関する部分が少し緩和されるものの、原則として感染拡大防止の基本対応は継
続的に講じてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【今回の主な変更点】
■保体の授業、及び運動部における活動においてマスクを外します。
■登下校について、人が集まらない状況でマスクを外してもかまいません。

通信陸上大会 (2022.05.23)
富士見市予選会県大出場者一覧

通信陸上富士見市予選において、64 名の参加選手が力を発揮してきました。その激戦を制し、見事県大会出場を果たした選手について掲載します。県大
会（2022.06.10 ･11：熊谷市・スポーツ文化公園）での活躍を期待しています。

男 ■100m １年／髙橋 由宇／１位 ■100m ２年／福井 崇斗／１位 ■3000m ３年／三枝 航星／１位
子 ■走幅跳 ３年／眞々田 吹／１位 ■砲丸投 ２年／小澤瑠海斗／２位

■100m １年／小菅 彩音／１位 ■100m ３年／田中 琉愛／１位 ■200m ３年／大曽根 玲乃／１位
女 ■4×100mR／半澤 結希（３年）・大曽根 玲乃（３年）・花谷 なな実（３年）・田中 琉愛（３年）／１位
子 ■走高跳 ２年／宮崎 愛理珠／１位 ■走幅跳 ３年／花谷 なな実／１位
■砲丸投 ３年／宮奈 凜／１位

学校総合体育大会前の大会シーズン開幕を告げる通信陸上大会です。先陣を切って台中全体に「勢い」をつけてください。また、今回県大会へ進出でな
かった選手も、次の学総での県大進出を目指してもうひと踏ん張り力を尽くして行きましょう！


