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スキー･･･残念だけど頑張るぜ写真

令和４年１月３１日
第１８号

生徒数／５８１名
文責／堀川博基

いっそ 大きく凹もう
いつか 多くを満たす 器になるのだ

伊東 柚月 （五行歌詠人）

九州の五行歌詠人／伊東柚月さんの歌だ。今まで･･･辛いとき、悔しいと
き、失望したとき、負けたとき･･･、そんなときに口ずさんできた大好きな
五行歌だ。人は新しいことをはじめたり、次の一歩を踏み出したり、新た
な飛躍をするために、その勢いを高めるためのエネルギーやバネ、それを
蓄えたり引くための凹みが必要になる。その凹みが大きければ大きいほど、
新たな一歩はより力強くたくましくなる。だから、次のために、明日のた
めに、「いっそ、大きく凹もう」というフレーズは、私にとってのエールで
あり、励ましであり、復活を促すための応援歌だ･･･。
緑ジャのスキー宿泊学習を中止とした。青ジャの修学旅行、赤ジャのス

キーに続き３回目だ。決して今回の中止を「凹み」だと思っているわけで
はないが･･･。生徒の安全・安心、社会状況等を総合的に考えた結果である。
中止にするのにためらいはなかった。それは台中生を信じているから･･･

だって、■青ジャは中学校生活最大の行事でもある修学旅行がなくなった
にもかかわらず、毎日の生活を元気と仲間とのつながりで、最高の想い出
にしようとしている。青ジャは何でもない毎日の最高の幸せをかみしめな
がらその借りを返している。■赤ジャはスキーがなくなった。そのために
最初の校外行事が中学校生活の折り返しを過ぎてからという事態が起きた。
いままでの我慢を修学旅行にぶつけた。態度もマナーも想い出も、すべて
が完璧な修学旅行だった。見事にリベンジを果たしたのだろう。■青・赤
ジャにできて、緑ジャにできないわけがない！３学期に入り中学生らしい
落ち着きを見せてきた緑ジャ、先生のことを慮ることができるようになっ
てきた緑ジャ･･･、この凹みをバネにして、とてつもないことをやってくれ
そうでワクワクする･･･あなたたちを信じている。
試練を試練とも思わない･･･いや感じない･･･？のが台中生だ！失敗は大

きく凹むチャンスだ！そして多くを満たして弾けよう！卒業式まで 27 日。
修了式まで 34 日だ！毎日、君たちの顔が見たい･･･。 堀川 博基

写真【上段左から】■来年度、富士見市は市制施行 50 周年を迎えます。「ふわっぴー」がデ
ザインされた PR ポスターが本校昇降口にも掲示されています。■年度末を迎え美術科の展
示作品が一新されました。和菓子に立体アート、平面作品も展示してあります。この後、チ
ャンスがあれば是非とも鑑賞してください。■音楽、琴の授業です。毎年実施されています。
３年生はさすがに慣れてきて、演奏前の調弦も自分たちでできるようです。■１年生（緑ジ
ャ）、1/19 の学年集会でスキーの中止を伝えました。その後、写真も残らない１年生に、学
年職員がパネルや雪だるま、スキー場を再現して、学級毎に記念写真を撮りました。

よつばの大根
今年も「子ども食堂」へ
本校のよつば学級生徒たちが丹精込めて栽培し

た大根･･･。今年も市内の子供たちや地域の方々に
食べてもらおうと、富士見市の子ども未来応援セ
ンターを通して、「子ども食堂（まんぷく）」に贈
らせてもらった。
毎年多くの農作物を栽培し、保護者等に販売し

ていたが、昨年度はコロナ禍によりそれが難しく
なった。よつばの生徒たちが丁寧に育てた野菜（す
べて無農薬）、廃棄するのも忍びなく地域の方々に
活用してもらおうと、市を通して子ども食堂等に
100 本の大根を贈った。「新鮮で味がよい」と評判
になり、今年は計画的に栽培し 50 本の大根を贈っ
た。生徒は「自分たちの育てた大根を地域の方々
においしく食べてもらえるのがうれしい。」と笑顔
で話していた。よつばの真心こもった大根は、そ
のおいしさとあたたかさで地域とつなげている。

よつばの生徒と子ども食堂（まんぷく）のみなさん

令和３年度（2022）3月の行事予定
日 曜 活動内容等

1 火 学校朝会
2 水 総合集金(1･2年) 部×
3 木 ３年生を送る会
4 金 公立高校等入学許可候補者発表
5 土
6 日
7 月 県公立入試追検査
8 火

9 水 追検査入学許可候補者発表 専門委員会 部×
10 木 ３年給食最終日
11 金 卒業式予行練習 部×
12 土
13 日
14 月 卒業式準備 部×
15 火 令和３年度第63回卒業証書授与式
16 水
17 木
18 金 ふれあいデー
19 土
20 日
21 月 春分の日
22 火 短縮５時間
23 水 短縮５時間 給食最終日 部×
24 木 短縮３時間 大掃除
25 金 令和３年度修了式 部×
26 土
27 日
28 月 学年末休業日
29 火
30 水
31 木 令和３年度最終日

＊いよいよ今年度最後のひと月。次に生きる有終の美
をしっかりと飾ろう。日程変更について近々の情報に
ご注意をお願いします！

躍動するダンスが！ 若さが！ エネルギーが！ 感動の嵐を呼ぶ･･･

第9回全日本小中学生ダンスｺﾝｸｰﾙ全国大会 金賞

ﾀ゙ ﾝｽﾁｰﾑ『VIOLET(ﾊ゙ｲｵﾚｯﾄ)』所属

佐々木 希海 さん （写真右２年生）

西村 心来 さん （写真左１年生）
■ブレイクダンスがパリ五輪競技となったり、高校のダンス部が話題となったり、本
校でもダンスを習っている生徒はたくさんいる。今や空前のダンスムーブメントだ。
そんな中、本校のダンスプレイヤー２名が、昨年 11 月、国立代々木競技場で開催され
た全日本小中学生ダンスコンクールにおいて金賞を受賞した。彼女たちは坂戸のダン
ススタジオ『Viola』のチーム『VIOLET』に所属し、毎日厳しいながらも楽しい練習に
取り組んでいる。ダンスで培った表現力に集中力、今後の２人の成長にどう活かされ
ていくのか楽しみだ！いつかステージで躍動する２人を見てみたい！

１本のシュートに夢を託す！ 目指すは世界で通用するドリブラー！

高円宮杯JFA全日本U-15サッカー選手権大会 準優勝

『FC LAVIDA(ﾗｳ゙ ｨｰﾀ゙ )』所属

山口 豪太 選手 （２年生）

■ 2021.12.27、中学生にとって最高峰といわれる高円宮杯 U-15 決勝のピッチに台中生
が立っていた。山口豪太選手だ。彼は幼稚園年中からサッカーを始めた。下校指導を
していると山口君が一番に校門を出る。彼の所属チームは杉戸町が本拠地だ。ほぼ毎
日、車（家族の送迎）と電車、自転車を乗り継いで久喜まで通っている。彼に声をか
けた「準優勝おめでとう。素晴らしい結果だね！」。返ってきた答は「校長先生、決勝
で負けたのが悔しくて仕方ありません」だった。彼は明確に先を見つめている･･･。こ
の先･･･「日の丸」を胸にピッチに立つ山口選手の姿が目に浮かぶ！

台中生･･･未来を拓く、輝く個性！／Part2
この冬･･･台中生は自分の持っている力を発揮し、様々なことに挑戦してくれました。その結果･･･ベスト・パフォーマンスを見せて、驚くような結果を出してく

れました。ここではその頑張りについて紹介していきます。いまみなさんの隣に座っている友だち･･･実はとんでもないスーパー中学生かも知れません･･･？

生徒たちの可能性は無限です。この台中には、まだまだ眠っている可能性があるのだと思います。そんな可能性をとことん応援します。少し恥ずかしいの

かも知れませんが、自薦他薦を問いませんので「我こそは」と思う生徒は校長まで声をかけてください。Part３・４･･･と重ねていきます！

みんなの感性が、思いが、創意が、想像が、そして意欲が･･･美術作品には表れる

令和3年度第62回埼玉県小･中学校児童生徒美術展
■金賞／埼玉県特選

平面／渡邉 奏（３年） 立体／松井 葵（２年）
■銀賞／入間地区特選

平面／３ 年 ： 石田 華穂 藤波 珠名 石澤 幸侑
立体／２ 年 ： 内海 陽香 金本 結美

３ 年 ： 菅田 凪紗 山口 由貴奈
■入間地区入選
平面／２年：平塚 美空 須藤 千遥 髙橋 美結 田野 将章 藤井 紡

３年：池田 喜陽 西尾 晃樹 海谷 有路 花田 小春 佐藤 照泰
立体／１年：小島 日花里 志賀 有桜 山口 広翔 岸 心月 鈴木 陽介

２年：岡田 葉水果 横更 まこ 五十嵐 珠李 田中 舞冬花
末國 紗李 植波 有論

３年：星野 南多里 本田 夢洋 和田 美祐 牧山 由樹
■平面作品は２年生がブッシュ画、３年生がスクラッチ画。立体作品は１･３年生が和菓子、２年生
が重ね絵、よつばがﾗﾝﾌﾟｼｪｰﾄﾞになります。本来であれば展覧会が開かれるところですが、今年度も
昨年度同様中止となりました。作品は職員室前廊下に展示してありますので、感染状況が落ち着き見
学できるようになった時にご覧ください。本状況では見学だけの来校はご遠慮いただいています。

★重要★ 富士見台中学校感染拡大防止対策情報（1/31現在）
■ご家族に体調不良、検査、陽性者等があった場合は、学校をお休みしてください。

■特に陽性者があった場合は、家族全員が濃厚接触者となりますので、保健所から指

示がない限り、10日間の出席停止となります（期間は学校に確認してください）。

■家族に陽性があった場合、保健所の濃厚接触判定や検査指示等は、現状で実施さ

れないようです。できる限りご家庭でPCR検査を受けていただくようお願いします。

■PCR検査を受ける場合、「学校からの指示」等を病院等に伝えると、検査代金は公費

となるはずです。病院にご確認ください（病院により差異があるようです）。

■市内に休校等があるものの、本校では検査の割合による陽性率は低い状況にありま

す。普通に登校させてください。ご家庭でのご協力にあらためて感謝いたします。

■部活動について、1/31(月)～2/6(日)の期間も完全停止とします。


