学校だより No．６
令和２年９月１日（火）発行
須坂市立東中学校
文責：嶋田 和美 （教頭）
http://www.azuma-school.ed.jp/

二学期が始まりました！

８月の東中学校の様子から

短い 10 日間の夏休みが終わり８月 18 日(火)より新学期がスタートしまし
た。始業式では，各学年の代表３名からの決意発表、校長先生からのお話があ
りました。
生徒代表の決意発表
僕は、２学期に達成したい目標が３つあります。
１つ目は学習についてです。理由は１学期の期末テストで計画的に勉強を進められずに、テストで
とても困ったからです。２学期は、毎日の学習を欠かさず、授業をしっかり受けて中間テストでいい
点を取りたいです。
２つ目は、いいクラスづくりです。いいクラスを作るために、僕ができることはまずクラスのみん
なとなかよくなることです。２学期には、東祭もあり、クラスで団結して頑張らなければいけません。
クラスのみんなと遊んでよくしゃべってみんなで勉強すれば仲が深まると思います。あとはクラスの
中で困っている人がいたら助けるようにしてクラスの団結力を高めていきたいです。
３つ目は部活です。部活では、主に体力をつけていきたいです。僕は男子
バスケ部に入っていますが、試合に出ると８分間走り続けられないので、８
分以上は走れるようにしたいです。そして、先輩の姿をよく見ていいところ
や技を学びたいです。今よりも強くなりたいです。
このようにぼくは３つの目標に向けて努力し、自分の力を最大限発揮でき
るように頑張っていきたいです。（１年：阿部謙）
私は二学期にがんばりたいことが、２つあります。
一つ目は東祭です。特に君スタに力を入れたいです。私たちは一人一人が役割を持ち、君スタに向
けてがんばっています。「コロナでできない」をつくらずコロナだからこそ出来たと思えるような出
し物にして東祭を成功させ、３年生のためにも、引きつぎのためにもなればと思います。
二つ目は部活です。二学期は新人戦があり、私たち２年生が主体となります。２年生５人、１年生
２人、計７人でより高い目標に向かって日々練習に励んでいます。今年は、余り他のチームとの合同
練習ができませんでした。そのため１年生は試合経験がありません。しかし、これからは試合に出る
ことがあり、困ってしまうといけないので、２年生がチームの戦力になっていけ
るように、これからの練習や試合をがんばっていきたいです。
これらのことを私のがんばりたいこととして目標をたて、東祭や新人戦が終わ
ったときに達成できたかどうか振り返ろうと思います。その時に自分で少しでも
成長できたと思えるようにしていきたいです。（２年：中山千夏）
私の二学期の目標は「やらない後悔よりやって後悔しない」です。よく「やらない後悔よりやって
後悔」という言葉を聞きますが、私は最後に後悔が残らない頑張りをしたいと思い、二学期も目標を
「やらない後悔よりやって後悔しない」にしました。
今年は世界的なウイルスの流行で日常生活にも大きな変化が生まれました。私はその影響で物事の
取組がおろそかになってしまっていた時期がありました。
学習面は長い休校期間で周りの友達と切磋琢磨しながら学ぶことが難しくなって、つい自分のでき
る範囲での学習しかしなくなっていました。自分の限界を超え続けていかなければならない受験生の
学習は自分にはできていませんでした。みんな休校だから、私だけじゃないからいいやと言い訳し続
けるようになってしまい、今考えると悪い意味で相当楽観的になってしまっていたと思います。
また、休校が明けてからの東祭準備も、東祭がウイルスで無くなってしまうのではないかという思
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いがいつも心の中にあり、去年より熱心に取り組むことができませんでした。努力しても、それが無
駄になるのが嫌だからと色々なことから逃げていたような気がします。
そんな中、気持ちが切りかわるきっかけになったことがありました。皆さんは昇降口前に飾ってあ
った短冊の願い事を読みましたか。私は何となく面白そうだなと読んでいたとき、ある短冊が目にと
まりました。そこには「東祭成功」と書かれたものが二枚並んでいました。よく見ると他にも何枚か
あり、見つける度に今までの自分のおろそかな取組を後悔しました。
目標とするものがいつ無くなってしまうか分からないこの状況の中でも全力で頑張る友達の存在
を感じ、自分もそれに応える努力をしようと決めました。同時に、大変なときにした努力は報われた
ときに得るものが大きいと私は考えられるようになりました。例えば今、ウイルス対策のための度重
なる変更によって学習や東祭準備が思うように進まなくても、それを乗り
越えて成功にもっていくことができれば、もう怖いものなんてありません。
どんなに大変でも乗り越えられる自信と力がついていると思います。
一学期の私のようにやらずに生まれる後悔はあっても、自分で自分を認
められる努力をして生まれる後悔は一つもないと私は思います。よかった
カルタでいうと、ウイルスが大流行して大変な状況になってもよかった。
なぜなら、大変な中でした努力は必ず大きく報われるからです。「やらな
い後悔よりやって後悔しない」これが私の二学期も目標です。（３年：町田菜月）
２学期始業式 校長先生のお話
改めて、おはようございます。あっという間の夏休みでしたね。短い期間でしたが、皆さん一人一
人が命を大切にして気をつけて過ごしてくれたおかげで、大きな事故もなく今日を迎えることがで
き、うれしく思います。
今日から２学期が始まりますが、先ほどは、１年２組 阿部謙さん、２年２組 中山千夏さん、３年
２組 町田菜月さんが代表して、２学期への決意を発表してくれました。全校の皆さんも、それぞれに
自分の決意を抱いて登校してくれたと思います。節目である今日の「よし、やるぞ！」という気持ち
を大事にして今学期を過ごしましょう。
２学期は、一年間の中で最も長い学期ですが、前半は「動」、後半
は「静」と位置づけることができます。東祭に象徴されるように、互
いに関わり合い、一つの目標に向かって大きなエネルギーをアウトプ
ットしていく前半が「動」です。そして、職場体験、後期人権教育、
生徒会引き継ぎ、保護者懇談会等、心を落ち着かせて自分自身を見つ
める後半が「静」です。人は、「動」があり「静」があって成長して
いくのだと私は思っています。
まずは、東祭。全校一丸となって取り組みましょう。特に３年生の
皆さんは、学校のリーダーとして思う存分力を発揮してください。その中で得た様々な経験や達成感
は、進路実現に向かう原動力の要ともなります。３年生全員の力を結集して全校をリードし、成功に
導いてほしいと願っています。２年生の皆さんは、東祭に向かう中で、応援団等の活動で培ってきた
生徒会引き継ぎへの自覚と覚悟をより強く確かなものにしてください。生徒会立会演説・投票は、３
ヶ月後です。１年生の皆さん。中学校生活に慣れることが中心だった１学期でしたが、東祭への取り
組みの中で、東中の一員として自分に何ができるのかを考え、進んで行動することを目指しましょう。
そうは言っても､with コロナであることを考えると、予定している通りに２学期が順調に進むかど
うかは未知数です。しかし、１学期もそうであったように、どうすれば実現可能かを皆さんと共に考
え、工夫と修正を加えながら難局を乗り越えていきましょう。学習に関しては、１学期の内にオンラ
イン学習の環境を整えていますので、どのような状況になっても皆さんの学びが止まることはありま
せん。また、今学期中に間に合うか、３学期になるか未定ですが、GIGA スクールと言って、皆さん
一人ひとりに１台ずつタブレットが用意され、授業はもちろん家庭学習でもタブレットを活用した学
びを進めることになります。技術・家庭科の授業でその準備はすでにはじめていますが、先生方と皆
さんとが共に力を合わせながら、新しい学びを創っていくことになります。ひょっとすると皆さんの
方が先生方よりも一歩も二歩も先に行っているかもしれません。皆さんの柔軟な発想を先生方にもど
んどん発信してください。
いずれにしても、実りの多い充実した２学期となるように頑張りましょう。終わります。
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上高井交流大会が行われました
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止となった中体連
の大会の代替として、８月１、２日に上高井地区の交流大会が、男
子バスケットボールは相森中学校、女子バスケットボールは、本校、
卓球部は、須坂市北部体育館を会場に行われました。
結果は、以下の通りです。
今年度、運動部は、３年生はこの大会を最後に、部活動の引退と
なりました。
上高井交流大会（８月１日・２日）結果
男子バスケット
女子バスケット
● 東中 ２５ 対 墨坂中 ２９
◯ 東中 ５２ 対 小布施中１９
● 東中 ２５ 対 常盤中 ３１
◯ 東中 ６０ 対 相森中 ２０
● 東中 ３０ 対 高山中 ５２
◯ 東中 ８４ 対 墨坂中 ３６

卓球部
◯ 東中
◯ 東中
◯ 東中
◯ 東中

３
３
３
３

対
対
対
対

高山中 ０
小布施中０
墨坂中 １
相森中 ２

資源回収ありがとうございました
２２日（土）の資源回収ありがとうございました。暑い日が続き、コロナ
禍の中、熱中症対策も行いながら、無
事に行うことができました。途中、ビ
ン類、紙類等を下ろすのに時間がかか
ってしまい、渋滞となる場面があり、
ご迷惑をおかけしましたが、３年生を
始めとする生徒たち、ＰＴＡの役員の
皆様も、最後まで一生懸命働いてくれた資源回収でした。集めた資金
は、生徒会や今後の記念行事等で大切に使わせていただきたいと思い
ます。

二学期より 2 名の先生をお迎えしました。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総合対策の一環として、二学期から
３月までの期間、新たに２名の先生をお迎えしました。
学習指導補助員

前川 和夫

先生

今年３月まで、本校に保健体育の先生、生徒指導主事、陸上競技部の顧問等で勤務され、本年度
より、陸上競技部の部活動補助員として日頃からご指導いただいていますが、二学期より３年数学
を中心とした学習指導補助員として勤務していただきます。
スクールサポートスタッフ

三角 有紀子 先生

教科担任の先生と一緒に、授業のプリントを準備したり、課題の確認をしたり、先生方のサポー
トとして勤務していただくこととなりました。また、新型コロナウイルス感染症防止のため、養護
の先生と一緒に校内の消毒といった大切な仕事も行っていただきます。
よろしくお願いいたします。
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東祭へ向けて
９月２５日（金）２６日（土） に予定されている文化祭「東祭」に向けて、コロナ禍の中、生徒会
を中心に、準備が進んでいます。
本年度の東祭の日程は下記の通りですが、新型コロナウイルス感染症予防の対応として、原則、非公
開とし、「音楽会」「吹奏楽部発表」のみ観覧者を限定し、公開させていただくことにしました。
詳細については、後日、
「『東祭』開催について」の通知にてお知らせいたします。何卒、諸般の事情
に考慮した対応であることを、ご理解いただきたくよろしくお願いいたします。
なお、
「株式会社 Goo light」様に、２日間の生徒の姿を撮影していただき、DVD 等の形で、ご家庭に
当日の様子を見ていただくことを計画しています。
第 43 回

東祭日程
１日目

９月２５日（金）

２日目

９月２６日（土）

8:15～ 8:30

学級活動

8:15～ 8:30

学級活動

8:30～ 8:40

移動（着替え）

8:30～ 8:40

移動

8:40～ 8:55

整列・確認

8:45～ 9:45

音楽会

9:00～ 9:45

開祭式

9:45～10:00

移動

9:45～ 9:55

休憩

10:00～10:15

感想記入

9:55～10:55

意見発表会

10:15～10:30

移動（着替え）

10:55～11:05

休憩

10:35～11:25

閉祭式

11:05～11:45

君こそスターだ

11:25～11:40

移動

11:45～12:00

感想記入

11:40～11:55

学活

12:00～12:40

吹奏楽部発表

12:10

一般下校

12:40～13:30

昼食

14:00

完全下校

13:30～15:20

チャレンジランキング

15:20～15:35

移動（着替え）

15:35～15:45

清掃

15:55～16:10

学活

16:30

下校

※今後、新型コロナウイルス感染症の拡大の様子から
検討し、日程、内容等が変更する場合があります。

８月の活動の様子から

部活動の引継ぎ（3 日）
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合唱練習

東祭 30 日前集会（24 日）

