
 

 

 

 

 

 

 

 

「3年生（最上級生）と学校行事 ～音楽会・修学旅行に寄せて～」 

校長：松岡 健 

運動会、陸上記録会が終わり、中間考査明けから音楽会に

向けて学校が動き出しました。各学級意見を出し、実行委員

で導き出したスローガンは「人々の心に永遠に残る最響の音

色～Forever music～」。私は、運動会での立ち回りが見事

だった 3 年生（最上級生）について、先頭に立ち、学校全体を引っ張っていく合唱ができ

るかどうかに注目していました。しかし、音楽会週間が始まると苦労が見え隠れしました。

声量とハーモニーのバランスがうまくいかない様子だったのです。音楽科干田教諭が毎日

のように支援し、音楽会の数日前には完成形が見えたような気がしました。スローガン通

りの最（高の）響（き）となり、1，2 年生から、「さすが

最上級生！」との声も聞かれました。「今年こそ金賞を！」

との思いは十分に伝わり、心の繋がりが合唱にも表現されて

いました。 

特別賞：桃桜組 音楽部 金賞：3年梅組 2年梅組 銀賞：1年梅組 

 

音楽会の雰囲気冷めやらぬ 11 月 9 日から、16 人の 3 年生（最上級生）

と修学旅行に出かけてきました。半年以上の延期となり、何度も行程の変

更を行い、やっとの思いで実施にこぎつけました。配布されたタブレット

を持参したり、帰島に飛行機を選択したり、旅館の食事場所にはシールド

が貼られていたり、「新しい修学旅行の様式」といえる 4 泊 5 日でした。

有難かったのは、天候にも恵まれたことと盛りだくさんの行程ながら、誰

も体調を崩さなかったことです。おかげで、原爆ドームでは平和の重要性

を、厳島神社、東大寺、清水寺等の名所旧跡からは日本の伝統文化を改め

て感じ取ってくることができました。また、特別支援学級（桃桜組）の生

徒 4 人も新しい風を吹かせてくれました。今年度はあまりできていなかっ

た梅組との「繋がり」も随所に見られました。私は、4日目の班行動で訪れ

た二条城が印象に残っています。江戸時代から明治時代に変わる大政奉還

があった場所であり、4人は、大広間を食い入るように見つめていました。 

・進んで学習する人 

・礼儀を大切にする人 

・心身ともに健康な人 

＜教育目標＞ 

八丈町立大賀郷中学校 

令和２年１１月２０日 

音楽会当日は、多くの保護者の方に会場へ足を運んでいただきました。生徒たちの日頃の成果をご
覧いただけたと思っております。新型コロナウイルス感染症対策のため、開催場所が体育館となりま
した。今後の学校行事（道徳授業地区公開講座、学習発表会、保護者会、卒業式）でも、換気等の
対策を考慮した形を考えております。ご理解とご協力をお願いいたします。

運営に尽力してくれた実行委員の皆さん、スローガンやクラス目標の作成に尽力してくれた美術部の
皆さん、音楽部とともに合唱に参集してくれた有志の皆さん、音楽会を「支える」という精神で行動して
くれたことに感謝します。



音楽会、修学旅行等、学校行事の究極の目標は、「人間は一人では生き

ていけない」という感性を集団のなかで育むことにあると考えます。生涯

にわたって、誰でも生きることへの不安を覚える時期があります。そのと

きに、中学校時代に培った「繋がり」を思い出してもらえたら最高です。

人生では、思わぬことで傷ついたり、癒されたりします。同じ時代に、同

じ世代で、同じ空間で、過ごしたという信頼関係をもてたのであれば、今

回の学校行事は大成功といえるのではないでしょうか。 

 

＜校長講話＞ 

10月 21日 生徒総会講評 「前期ができなかったからこそ」 

新型コロナウイルスの関係で、前期の生徒総会は実施できませんでした。委員会活動はあ

る程度行うことができたものの、時は過ぎ、委員長はじめ、活動の中心は 2 年生となりま

した。活動方針や計画、寄せられた意見の実現に向かって、67 人の前向きな態度と行動に

期待をしています。 

10月 26日 全校朝礼 「保育実習の代わりに」 

先週行う予定だった 3 年生の保育実習ですが、双方の健康管理を優先して、取りやめとな

りました。そのときに園児に披露する予定だった寸劇をこれから 3 回の全校朝礼でやろう

と思います。3年生の思いを感じてください。 

10月 31日 音楽会講評 「自覚と自信」 ＊本文参照 

11月 16日 全校朝礼 「覚悟」  

人は 1 日に何回判断や決断をしているかを考えたことはありますか。その中で、時間を要

したり、「よし！」「やるぞ！」という思いになったりしたことはありませんか。これを

「覚悟」というのです。修学旅行、定期考査、進路選択・・・。11 月は様々な部分で覚悟

しなければいけないことがありますね。 

 

 
アシスタント事務職員の紹介  高石 成光さん 
再度、事務の望月さんの産休により 11 月から勤務することとな

りました。現級の 2.3 年生にはご存じの生徒さんもいらっしゃる
と思いますが 1 年生とは初めてと思いますので今後ともよろしく
お願いいたします。  
現在コロナ禍の中、大変ストレスを感じ学園生活を過ごしてい

ると思いますが、勉強と部活動等に精進してください。  
 

 
教育実習を終えて  実習生・黒田 朋音先生 
この度大賀郷中学校で３週間の教育実習をさせていただきました、東京造形大

学４学年の黒田朋音と申します。イレギュラーなことが多いこのような状況下に

もかかわらず、快く実習を引き受けて下さったことを大変感謝しております。  

この３週間は本当に毎朝起きるのが楽しみで、非常に実のある毎日でした。音

楽会を通して学校行事の一体感や各学級の良さを間近で体感することができたり、

クロームブックの導入などをはじめとする教育現場の変革期に立ち会うことがで

きたり、大変貴重な経験をさせていただきました。教科は美術ですが、研究授業

の際に生徒たちが楽しそうに題材に取り組んでいる姿を見て、私自身も大変嬉し

く感じたのと同時に、そこから学ぶことも挙げきれないほど多くありました。こ

の経験を活かし、精進してまいります。３週間本当にありがとうございました。  



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供のための伝統文化・芸能体験事業について 

～見て、聞いて、身体を通じて知る伝統文化・芸能の世界～（箏の体験・鑑賞教室） 
 １２月３日（木）９：３０～１２：２０  本校・体育館 於 

  ・２校時（ 9:30～10:20） 桜・桃組  体験教室  

  ・３校時（10:30～11:20） １年梅組   体験教室 

  ・４校時（11:30～12:20）    鑑賞教室 

 ☆地域・保護者皆様の見学ができます。マスク着用のうえで 

ご来校ください。 プロの演奏を一緒に聴きませんか。お待ちしています。 

◆HP「大中日記」毎日更新しています。 

日々のタイムリーな話題を載せて 

いきます。 

ぜひご覧ください。 

◇生徒総会 １０月２１日（水） 

 ２年生が中心となり、新役員・新委員長によ

る生徒総会が開かれました。生活の決まりを含

むすべての提案が承認されました。学校生活の

充実のため、活発な生徒会活動に期待です。 

 

 

◇コオーディネーショントレーニング授業 

１１月１６・１７日 

 運動を早く学習できるよう 

にするための「学ぶ力」を得 

ることを最大の目的としたト 

レーニングです。これにより 

体力・運動能力の向上、ケガ 

の予防、姿勢改善や集中力の向上が期待できます。 

◇修学旅行 １１月９日～１３日 

 天気に恵まれ、１６名全員が体調 

を崩すことなく、予定通り修学旅行 

を無事に終了することができました。 

多くの人との出会いを通じて感謝の 

気持ちが大きくなっていったようで 

す。今年は全員がタブレットを携帯 

しました。 

 

 

 

 

◇音楽会 １０月３１日（土） 

今年の音楽会は、本校 

体育館で行われました。 

生徒のみの発表でしたが、 

気持ちのこもった歌声に 

自然と涙が出てきました。 

人を感動させられる自慢 

の音楽会となりました。 

 

◇安全指導 １１月１６日（月） 

 南海トラフ地震について 

学びました。発生確率は、 

今後３０年以内に 70～80 

%と言われています。八丈 

島では特に津波に気をつけ 

なければいけません。地震が起こったら高いとこ

ろに逃げることを考えて行動しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本三曲協会」より 

プロ演奏家 箏３名、尺八１名 

三味線１名が来校します。 

（東京都の協力・助成による実施） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者・後援会・民生委員の

皆様へ 

学校評価 

１２月１０日（木）まで 

となります。お手数です

がご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

２４～２６日 期末考査 

２６日（木） １年八丈方言推進授業⑤ 

２７日・３０日 教育相談（二者面談） 

３０日（月） 
避難訓練（不審者対応）⑥ 

＊警視庁本部・八丈島警察署との合同訓練 

１２月 

１日（火） 八丈太鼓⑤３年 ⑥２年 

３日（木） 
伝統文化芸能体験授業(１・２年・特)②～④ 

英語スピーキングテスト(３年④) 

３日～８日 三者面談期間 

４日（金） コミュニケーション学習会（桜・桃） 

９日（水） 校内研修会（道徳研究授業②～⑤） 

１１日（金） 大中体験入学 

１４日～１８日 英単語力強化週間 

１７日（木） １年おさかな教室⑤⑥ 

１８日（金） 民生児童委員連絡会（10:00～11:00） 

２１日（月） 英語スペリングコンテスト① 

２２日（火） １年八丈方言推進授業⑤⑥ 

２４日（木） 大掃除⑥ 

２５日（金） 終業式（給食なしで下校） 

２９日～３日 年末・年始（学校閉庁日） 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 
１１月２５日（水） 

１２月 ２日（水） 

９日（水） 

   １６日（水） 

   ２３日（水） 

 

相談をご希望の方

は、副校長までご連

絡下さい。 

文化部  

「キャンドル・リース」教室 

１２月１５日（土） 

１３：３０～１６：００ 

大中：ミーティングルーム  

参加費・１０００円程度 

 

１２月１５日（土） 

１３：３０～２時間程度 

 

 

お知らせ 
三者面談期間の 

３～８日の部活動は
１３：３０～ 

 １６：００ 

下校は１６：００と
なります。 

 

東京都中学校駅伝大会結果 
１１月１４日（土）９：００～ 荒川河川敷（戸田橋競技場前） 

八丈町立中学校代表 男子 ２８位／３１チーム 

            女子 １７位／３０チーム 

第 3回 PTA運営委員会（11月７日 19:00～20:00） 報告とお知らせ 

新型コロナウィルスの感染が急拡大し、第３波が指摘されています。今年度の卓球やバレーボー

ルの練習活動および手作り教室の再開は大変厳しくなっています。そこで、今回の運営委員会では

今年度の予算の使い方について話し合いました。現在の予算執行状況は、P連の分担金と１・３年

の学年レクのみです。議論の結果、次のとおり提案させていただきます。 

○PTA予算を返金する。 方法については次のとおりです。 

・２年学年レク代 ８００円（生徒一人あたり）を第２学年委員へ返金します。 

・今年度の会費収入額から今年度執行した額と２学年に返金した額を引き、会員数で割ります。 

・端数（数百円単位）を繰越金とさせていただき、きりのよい額を返金します。 

・端数の合計の繰越金と昨年度までの繰越金と合わせ、来春卓球台を一台購入します。 

☆ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。準備が整いましたら、後日別紙プリントにてお知 

らせします。ご意見ご質問がありましたら、PTA会長・副会長または副校長・髙木までお願い 

します。 
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