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教育目標「考える人になろう 心ゆたかな人になろう たくましい人になろう みんなのためにつくす人になろう」
目指す学校像「凛として 確かな学びで大きく伸びる日本橋 心通わせ 夢叶う学校」
目指す生徒像「輝く未来を語り合い 創造することのできる生徒」

「 遥か先へ 」
校長 平野 雅仁
秋の気配が次第に濃くなってきて、木々の葉の色も少しずつ色づき
始めました。学校では、感染予防対策を行いながら、今できること、
新たにできることを考え、活動をしています。
10 月に入って、1 年生の校外学習では、徒歩による地域めぐりを行
いました。事前に調べた日本橋・両国地区の美術館や博物館等を班員
と協力しながら行動する中で、様々な発見や出会いがありました。貨
幣博物館の職員の方からも「今年度になって、初めての見学の生徒さ
んですが、非常に礼儀正しく挨拶ができて、しっかりと学習している
姿が立派です。
」とお褒めの言葉をいただきました。
また、Zoom、VTR 動画を活用して、進路説明会や生徒会立会演説
会、生徒会総会を実施しました。動画による立会演説会のご挨拶の中
では、中央区選挙管理委員会 委員長 松川 昭義様から 18 歳から主権
者となる皆さんにメッセージをいただきました。
3 年生は進路選択に向け、2 年生は中堅学年としての自覚も高まっ
てきています。今後、ICT 機器・タブレットを活用した学校と家庭と
のハイブリット方式の学習も進んでいきます。
さて、日本橋中学校の教育目標には、
「みんなのためにつくす人にな
ろう」という言葉があります。生徒会のボランティア活動や特色ある
教育活動として、地域貢献型の部活動があります。
吹奏楽部は、例年、様々な地域行事や公共施設などで演奏活動を行
っています。地域の皆様からは、
「生徒の一生懸命な姿から元気や勇気
をもらえる」と称賛のお言葉をいただいています。今年度は、コロナ
禍の中で、各行事や大会が中止になっています。その中でも、感染症
対策を十分に講じながら日々、来るべき発表会や地域行事等での演奏
に備えて、練習を行っています。これからの、マーチングバンド全国
大会やアンサンブルコンテスト、東京シティ日本橋ロータリークラブ
40 周年式典での演奏等、様々な場面で活躍が期待されています。
また、ダブルダッチ部は、令和元年７月にオスローで開催されたワ
ールドジャンプロード世界大会に参加し、優勝した現 2 年生 FRESH
＆BRIGHT のチームに中央区教育委員会表彰が、
中央区教育センター
課長 細山 貴信様から授与されました。今年度は、予定されていた大
会が中止になり、動画による審査等に変更されています。限られた中
でも練習に一生懸命取り組んでいます。先日は、浜町商店街ハッピー
ハロウィン 2020 まつりで演技を披露させていただきました。今後と
も中央区や地域行事等に参加させていただきたいと考えています。制
限された活動の中での日々の努力、大会が中止になったりした様々な
悔しさは、決して今後の活動の中でも無駄にはなりません。何事にも
チャレンジする気持ちを大切にしてもらいたいと考えています。
最後に PTA 会長 中多 宏之様をはじめ、役員の皆様、保護者の皆様
には、大変お世話になっております。今回、新型コロナウイルス感染
症対策費の中からいち早く消毒液の提供やゴム手袋・エプロン、透明
アクリルパーティション等を対策費から工面していただきました。今
後も温かいご支援とご協力を賜り、生徒たちの教育活動の充実を図っ
て参りたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

１１月 の 目 標
生活…公共物を大切にしよう
保健…風邪･インフルエンザを予防しよう
給食…食事のマナーについて考えよう
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生徒会総会
生徒会担当
１０月２１日、生徒会総会が開催されました。今
回は前期が休校期間だったため１年生にとって初め
ての機会でした。また例年であれば全学年が体育館
に集まり、その場で質問・意見・要望を出し、その
場で回答・見解を出しますが、今回は三密を避ける
ために事前に撮影した映像を各クラスで視聴し、賛
同の決議をクラスごとにとりました。新たな試みで
はありましたが、中心となった前期後期の各委員会
委員長、議長団、学年委員のおかげで円滑に進める
ことができました。今回の学級討議では１年生から
多くの質問が出され、各委員会活動を正しく理解し
ようと積極的な姿勢が見られました。ここで可決さ
れた活動計画を各委員会は行っていくので、議案書
を見ながら進めていってください。

１年 校外学習
１学年担当
１０月１５日、１年生にとって初めての
行事となる校外学習が行われました。コロ
ナ禍の校外学習ということで心配は多く
ありましたが、生徒たちに地域の歴史や伝
統文化に触れることや協調性を身につけ
てほしいという目的で日本橋・両国地域で
班行動を行うことになりました。生徒たちは事前学習から熱心に取り組
んで、班員と共にコースを決め見学地を調べていました。当日は午後か
らあいにくの雨となってしまいましたが、全ての班が解散式に間に合う
時間に帰校することができました。見学地ではお土産をもらったり、解
説をして頂いたりと地域の方の優しさにも触れることができたようで
す。今回の経験を通して、班員と協力する大切さや計画の重要性も学ん
だので、是非、今後の学校生活や来年の校外学習にも生かしてほしいと
思います。

学校説明会
教務主任
１０月１０日、２４日に、来年度、本校への入学
を検討されている方向けの学校説明会と、それに合
わせた学校公開を行いました。今年度は新型コロナ
ウイルス感染防止のため、例年とは異なる形で実施
しました。玄関での検温、来校される方へのマスク
着用依頼、授業は廊下から参観していただきまし
た。学校説明会は体育館で行いましたが、窓を開
け、座席の間隔を開けて指定席にしました。例年行
っている、校内見学、吹奏楽部とダブルダッチ部の
アトラクションを取りやめるといった措置をとりま
した。それでも例年と変わらないほどの方が来校さ
れ、本校の様子を見ていただくことができました。
受付などでご協力いただいたＰＴＡの方々に感謝い
たします。来年度、多くの生徒が入学して、運動会
や学習発表会を盛大に行えることを期待していま
す。

各種検定
数学科
９月から１０月にかけて、主に３年生を中心に数
学検定、英語検定、漢字検定が行われました。各検
定前の期間では休み時間や朝学活前の時間に参考書
を開き、勉強をしている姿がよく見られました。行
事が縮小されている分、勉強に力が入っていたよう
です。このまま粘り強く勉強を継続していくことを
期待しています。

救命講習会
２学年担当
１０月２７日、東京防災救急協会と日本橋消防署、さらに地域の消防
団の方々のご協力をいただき、２学年を対象に「救命講習会」を実施し
ました。今年度より“新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民
による救急蘇生法について（指針）
”に基づき「傷病者に感染の疑いが
あるものとして対応する」ことを遵守した救急法であること、また実習
者の安全を考慮し “三密”を避け、十分な
間隔を確保するため 1・2 組合同と 3・4 組
合同での実施になりました。応急手当や救
急法の目的・意義を理解し、傷病者が発生
した時の具体的な行動について体験学習
をしました。心肺蘇生法（＝胸骨圧迫・人工呼吸・回復体位）とＡＥＤ
の使用法は実習を通して、気道異物除去はテキストを使用し丁寧に教え
ていただきました。実際の救急現場
に遭遇し不安や困惑の状況下でも、
“人の命を助ける ＝ 共助”のため
に自分にできることは何かを考え、
冷静な判断、少しの勇気と行動を実
践してほしいと思います。

