
２０２０年、本当なら東京２０２０オリンピックイヤーで日本中が歓喜に沸く１年のはずでしたが、誰もが予想

しなかった新型コロナウイルス感染症の猛威により、２月から６月にかけてまさかの学校臨時休業。当たり前だっ

た日常の学校生活、家庭生活に厳しい制限が課せられ、さらにはオリンピックさえも延期という人類史上、例のな

い一年となってしまいました。そうした中、子供たちは辛抱しながら「新しい生活様式」に少しずつ順応し、学習、

学校行事、部活動等、例年と変わらないほどしっかり取り組んでくれました。勿論、その過程では保護者の皆様が、

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じながら子供たちの学びの保障のためにご理解とご協力いただいた

お陰だと思っております。特に、学校行事や旅行的行事において、特段の理解とご協力に改めて感謝申し上げます。

通常、年末年始と言えば、世の中全体が一年を振り返り今年一年の様々なことに感謝し、そして来年一年の始ま

りを祝う一年の節目の時です。人の気持ちが大きくあらたまる時なのですが今年は、感染症の影響で日常が我慢の

連続でしたし、最近になって第３波といわれる感染の急拡大により、年末年始でさえいつもと違って家族で帰省し

たり、初詣に出かけたりできない静かな大晦日、お正月になりそうです。そうした中ですから気持ちをあらためる

のは難しいかもしれませんが、今の状況を悔やむよりは、前を向いて来年に希望を持つことの方が大切です。もう

しばらくは辛抱しながら、世界中がこの試練を乗り越え、健康に留意し、新たな気持ちで新年を迎えましょう。

２０２１年も引き続き、よろしくお願い申し上げます。

２学期後半 １１月・１２月 学校・学年行事

１１月１０日（火）、コロナ禍ではありましたが、練習か
ら本番まで、万全の感染症対策を講じながら、狭山市民会館
大ホールにて開催することができました。ソーシャルディス
タンス確保のため、保護者の参観はできませんでしたが特別
審査員の 先生からも「コロナ禍で練習もままなら
なかったはずなのに素晴らしい演奏が聴けて本当に胸が熱く
なりました。感動しました」と、沢山のお褒めの評価をいた
だき、感染防止対策に苦労してでも実施して本当に良かった
と我々教職員も心から嬉しく思える音楽会でした。
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学校教育目標

○学び合う生徒

○考えて行動できる生徒

○高め合う生徒
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年
〃 さん
〃 さん

１２月８日、新生徒会本部役員立候補者
の立会演説会と投票が行われました。コ
ロナ禍であるため立会演説会は、立候補
者が体育館から、他の生徒は教室で演説
を聴くというweb会議システムを利用
してリモート演説会としました。愛校心
と意欲あふれる１２名が立候補し、選挙の
結果８名が第４７代新生徒会本部役員とし
て選出されました。先輩本部役員の伝統を
しっかりと受け継いで、よりよい狭山台中
の創造に力を発揮してくれるようお願いし
ます。第４６代生徒会役員の皆さんはコロ
ナ禍にありながらも台中のためによくやっ
てくれました。ありがとうございました。

発行者 狭山台中学校長

1年生 最優秀賞クラス ２年生 最優秀賞クラス

４組 曲目 「My Own Road」 ３組 曲目 「結」

指揮 久保田海羽さん 伴奏 中川実柚さん 指揮 大島心優さん 伴奏 松浦 渚さん

優秀賞クラス 優秀賞クラス
２組 曲目「大切なもの」 ４組 曲目「ヒカリ」

指揮 川島蓮生さん 伴奏 和田夏帆さん 指揮 砂原僚太さん 伴奏 榎本早希さん

指揮者賞 １組 鈴木彩夏さん 指揮者賞 ３組 大島心優さん
伴奏者賞 ５組 野口美咲さん 伴奏者賞 ２組 半田 寛さん

〃 ３組 松浦 渚さん

３年生 最優秀賞クラス

５組 曲目 「群青」
指揮 矢口心菜さん 伴奏 井上こなつさん

優秀賞クラス

２組 曲目「花の名前」
指揮 相澤亮祐さん 伴奏 松田 球さん

指揮者賞 １ 組 大谷知瑶さん
５組 矢口心菜さん

伴奏者賞 １ 組 伊藤音々さん



１学年対抗学年レク大会！

１０月実施の遠足では、雨模様だったため予定していたクラスレク
リエーションができませんでした。その代替として１２月土曜授業
を利用して学年レク大会を実施しました。感染防止対策をしながら、
ペタンク、ドッチボール、ディスクゴルフを学級対抗で行いました。

３年修学旅行！多くの人に感謝しながら無事に行ってきました

令和３年 丑年！ Tokyo Olympics Year 今年こそ! 皆様にとって良い年でありますように！

日 曜 主な行事・日課

１ 金
元旦

２ 土
休日

３ 日
休日

４ 月 仕事
始め

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金 ３学期始業式
始業式・学活（防災訓練）

９ 土
５０×３
月②③④

10 日
狭山市成人式

11 月
成人の日

12 火 火曜日課 給食開始

13 水
水曜日課

14 木
木曜日課 専門委員会

15 金
金曜日課

16 土

17 日

18 月
月曜日課

19 火
火曜日課 学年朝会３年

20 水 水曜日課 学年朝会２年

21 木
木曜日課 学年朝会１年

最終下校時刻17:00

22 金
３年私立高校推薦入試中心日１

（３年金①②③ 給食なし）

23 土
３年私立高校推薦入試中心日２＊

英検

24 日

25 月
月曜日課
家庭教育学級（大会議室）

26 火
火曜日課
（生徒朝会）

27 水
水曜日課

28 木 木曜日課

29 金
金曜日課

30 土

31 日

生活目標

・生活を見直し、冬休みの目標や計画
をたてよう！

今年の３年生の修学旅行は、これまで２度の延期、コロナ禍で我慢
を強いられてばかりいる生徒のために何とか実施してあげたいという
強い思いで、旅行業者や教育委員会等と何度も相談を重ね、交通手段、
宿泊施設内、班別行動時等、あらゆる行程において可能な限りの感染
防止対策を講じる計画で検討していました。しかし、今月に入ってか
らの新型コロナウイルス感染症の国内状況が、あまりにも急拡大であ
ったため、正直、実施は難しいとも考え大変迷いました。それでも３
年生にとっては今の仲間と一緒に行く修学旅行は、「一生に一度、今
しかない修学旅行」。今の３年生の様子なら感染防止対策をしっかり
守って無事に行って帰って来られる」。そう信じられる生徒たちでし
たので、「実施」という決断をしました。実際、3日間の子供たちの
様子は、必要なルールを守り、感染防止対策をしっかり実践してくれ
ました。実行委員さんや各班の班長さん、室長さん等リーダーたちの
責任ある行動により、互いに協力し合う生徒の姿も沢山見ることがで
きました。様々な我慢を強いられながらも生徒たちの笑顔や仲間と楽
しそうに過ごす姿、そして何より生徒たちから「感謝」という言葉が
あちらこちらから聞こえてきた時に、本当に実施して良かったと心か
ら思える修学旅行でした。３年生のご家庭には生徒の健康管理徹底に
ご協力をいただき、不安もあったと思いますが、実施についてのご理
解をいただいたおかげで行ってくることができました。改めて感謝の
意を表させていただきます。早朝・夕刻の送迎もお世話になりました。

初日の奈良公園は
台中生の貸し切り
状態でした！!

清水寺にて
2020今年の漢字!

３日目、こんな京都見たことない！清水寺も嵐山渡月橋もガラガラ!！

冬休みの注意事項
※自転車の事故防止に努

め、ヘルメット着用を！

※ＰＣ・スマホ利用には

家庭内の厳格なルールを！

※不審者情報があったら直

ぐに１１０番通報を！

※規則正しい生活で、健康

第一で過ごしましょう。


