
🔶 元気なあいさつ 明るい歌声 笑顔あふれる中央中学校                    

     中央中だより 
３Work （Team・Net・Foot）を大切に中央中の子供たちのために 

3月 15日（火）春のような陽気の中、狭山市立中央中学校第 37回卒業証書 

授与式を開催しました。まん延防止等重点措置下ということもあり、教職員、 

卒業生、卒業生 1名につき保護者 1名、狭山市教育委員会 1名、ＰＴＡ会長、 

在校生代表（生徒会本部役員＋1・2年学級委員＋わかたけ代表）のみの参加と 

なりました。1・2 年生は通常通り登校して、朝の会後 1 階から 4階までの廊下に 1列に並んでもらい、

そこを卒業生がクラスごとにゆっくりと通過しました。大きな拍手の中、「おめでとう」「ありがとうござい

ました」の声が飛び交いました。卒業生の恥ずかしそうな、嬉しそうな笑顔が印象的でした。本来であれば

1・2年生も卒業式に参加して、卒業式の厳粛な雰囲気を経験したり、証書授与の仕方を学んだり、卒業生

の立ち居振る舞いを見て欲しいのですが、昨年に引き続き今年もこのような形をとらせていただきました。 

卒業式は厳粛な雰囲気の中、158 名の卒業生一人一人に「おめでとう、そしてありがとう」の想いを込

めて卒業証書を手渡すことができました。呼名を受けての「ハイ」という大きな返事、私の顔をしっかりと

見つめて「ありがとうございました」と多くの卒業生が卒業証書を受け取ってくれました。入場から退場ま

でとても凛々しく感じました。卒業生を送る言葉（〇〇 〇〇さん）、卒業生別れの言葉（〇〇 〇〇くん）

どちらも素晴らしかったです。私も式辞を何度も推敲しましたが、正直負けました…中央中生の凄さを思い

知りました…卒業生の合唱力は定評があり、卒業の歌はいいものが聴けると楽しみにしていましたが、今年

も合唱は練習もできませんでした。せめて歌唱 CD を流して口ずさむ程度はと考え「マスクをして小さな

声で歌いましょう」としました。曲目は「旅立ちの日に」 3 年生の気持ちを込めた歌声が体育館に響き、

思わず涙腺が緩んでしまいました。ぶっつけ本番のような状況でしたが、胸をうつ歌声を披露してくれまし

た。素晴らしい卒業生でした。卒業生の健やかで輝かしい未来と発展を心から祈念します… 

1・2年生の皆さん、卒業生が残してくれた中央中学校 

の伝統というバトンをしっかりと受け継いでください。 

そして、令和４年度はさらに中央中を発展させてくだ 

さい。君たちならそれができます。期待しています！ 

 

 

 

 

 

  

令和４年３月 18日 第 16号 

校 長   中 村 洋 一 郎 

中央中さわやか相談室 ３階 

相 談 室  ☎ 2959-9591 

《中央中生の活躍１》 

◇卒業式予行で表彰しました。 

令和３年度 埼玉県教育委員会児童生徒表彰 

〇〇 〇〇  様 

令和３年度 体育優良児童生徒表彰 

〇〇 〇〇  様 

〇〇 〇〇  様 

令和 3年度 埼玉県産業教育振興会表彰 

  〇〇 〇〇  様 

 

狭山ケーブルテレビで卒業式の様子が放映され

ます。（狭山台中⇒山王中⇒中央中の順で放映） 

3月 20日・23 日・26 日の 3 日間 

中央中の放送時間は 21 時～です。 

○○ ○○くん ○○ ○○さん 

https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.illust-box.jp/sozai/124897/&ved=2ahUKEwiCrOeDkcL2AhWHwZQKHc6CA6AQqoUBegQIERAB&usg=AOvVaw0lEeJBAleXzJIl5LXnZoB1
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.illust-box.jp%2Fdb_img%2Fsozai%2F00010%2F101816%2Fwatermark.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.illust-box.jp%2Fs%2Fsougou%2Fkw_%25E6%258E%2588%25E4%25B8%258E%2F&tbnid=9zRYVVqHvhtK_M&vet=12ahUKEwi6jo7qt7bvAhXKTPUHHTNmD9kQMygkegUIARD0AQ..i&docid=-Jj-6AyLZ4RsfM&w=1480&h=1380&q=%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E7%8A%B6%E6%8E%88%E4%B8%8E%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&ved=2ahUKEwi6jo7qt7bvAhXKTPUHHTNmD9kQMygkegUIARD0AQ


 

 3 年生を送る会が 3 月 3 日（木）5・6 校時に開催されました。一昨年度は突然の臨時休校により開催

中止。昨年度は“今年こそは”との思いで準備に取り掛かりましたが、緊急事態宣言が延長され、体育館で

3 学年揃っての 3 年生を送る会は実現することができませんでした。今年度はこんなこともあろうかと最

初から 1・2 年生とわかたけの出し物はすべてビデオで撮影しました。体育館での視聴は 3 年生だけでし

たが、1・2年生とわかたけは各教室にてオンラインで 3年生を送る会を楽しみました。前日準備では、3

年生一人一人に手作りの招待状を配布し、廊下の壁や窓には《奏》をテーマにした装飾をこれでもかという

ほど施し、見る者の目を引きました。当日、1年生はクラスごとに３年生へのメッセージを群読という形で

伝えました。堂々としていて大変立派でした。2年生は３年生の思い出をニュース番組「スッキリ」をもじ

った「チュッキリ」を作成し伝えました。番組のフィナーレは２学年全員による“クラップ”を披露。笑い

と感動の渦に包まれました。わかたけはお揃いの衣装に身を包み「千本桜」のダンスを披露しました。とて

もカッコよかったです。この後、部活動ごとの発表、入学式からの出来事をまとめた《思い出アルバム》と

続き、フィナーレは巨大なくす玉を 3年生の代表に割ってもらいました。3 年生も大満足な 2時間となり

ました。参観させて頂いた我々教師も大満足でした。1・2年生とわかたけは 3年生に対する感謝の気持ち

で、3年生を送る会の取組をしてきました。この取組を通して 1年生は 2年生に、2年生は 3年生に進級

する準備ができたと言っても過言ではありません。令和４年度の中央中学校が楽しみになりました！ 

 

 

 

 

 

 

 

【心のこもった招待状】   【３年生廊下の装飾の一例】   【3送会実行委員会メンバー】 

 
  《中央中生の活躍 2》～敬省略～ 

◇令和 3年度 埼玉県小中学校児童生徒美術展 
 

《県展特選》  ○○ 〇〇 ・ ○○ ○○ 

《入間地区特選》 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 

《入間地区入選》  

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

《狭山市佳作》 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

〇〇 〇〇 ・ 〇〇 〇〇・ 〇〇 〇〇 ・ ○○ ○○ 

 

《4月のおもな予定》 

7日（木）準備登校（新 2・3年生登校） 

    ＊旧クラスに 8:25着席完了 

8日（金）第 38回入学式（午前予定） 

1学期始業式 （午後予定） 

12日（火）給食開始 

13日（水）入間地区数学学力調査 

15日（金）1年知能検査 

19日（火）全国学力・学習状況調査（3 年） 

21日（木）1年保護者会（13:45受付） 

22日（金）2・3年＆わかたけ保護者会 

25日（月）全学年標準学力テスト 

27日（水）1年生部活動本入部 
 

《5月のおもな予定》 

 6日（金）部活動保護者会 

10日（火）埼玉県学力学習状況調査 

14日（土）土曜授業日 PTA総会 

18日（水）お弁当の日 

30・31日（月）（火）1学期中間テスト 

https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ac-illust.com/main/search_result.php%3Fword%3D%25E7%25BE%258E%25E8%25A1%2593%25E5%25B1%2595&ved=2ahUKEwj5zvTjksL2AhVZyIsBHcv6C68QqoUBegQICRAB&usg=AOvVaw1Ur4Hu2DYUgencwhKZLlQB

