
 

 

 

 

いじめ撲滅三原則「するを許さず」「されるを責めず」「いじめに第三者なし」  

 

４月の始業式、入学式から新年度が始まり、５月

にかけての大型連休は１０日間ありました。また、

運動系の部活動は、４月から５月にかけ、新学年に

なって初めての公式戦が実施されました。学校で

は先日、中間テストを終え、３年生は修学旅行、２

年生は上級学校訪問、１年生は校外学習、そして７

組は多摩特別支援教育研究会バスケットボール大

会への取組に拍車をかけているところです。 

保護者会でご紹介したように、始業式では２・３

年生に、「ボーっと生きてんじゃねーよ！」という

チコちゃんの決めぜりふから、≪目標を立てる≫、

≪具体的に定める≫、そして≪よく考え最後まで

やりぬく≫といった話をしました。本校の教育目

標の一つが、「よく考え最後までやりぬく人」だか

らです。終えたばかりの中間テストを例にとると、

目標を具体的に定め、よく考えて最後までやりぬ

いた生徒が多かったのではないでしょうか。 

以下は、全校集会で生徒に話したことです。 

＊      ＊      ＊ 

中間テストを終えた今、すべきことを考えてみま

す。それは、≪反省≫です。反省とは「ごめんなさ

い」につながることではなく、振り返りを意味しま

す。別の表現を使うなら、自分のテスト勉強を≪検

証≫するのです。何を検証するかというと、≪方法

≫を検証するのです。「今回の勉強方法の中で、こ

の部分は、うまくいった。成功だった」と振り返る

こともできるでしょうし、「計画そのものが間違っ

ていた」「計画通りに実行できなかった」といった、

計画の立て方や実行の仕方に誤りがあった、と振

り返ることもできるかも知れません。 

なぜ反省するのか？ もちろん次に備えるため

です。うまくいった方法は、次もうまくいくかも知

れない。うまくいかなかった方法は、次も必ずうま

くいきません。人は、様々な経験を通して、うまく

いく方法を繰り返し使うことで、また、うまくいか

なかった方法を繰り返さないことで、日々、成長し

ていきます。これは、学習に限りません。≪物事全

般の考え方・とらえ方≫にも、≪生き方≫にも共通

します。 

具体的に考えてみましょう。先日、学校公開があ

った日の２時間目に、学校評議員の皆さんにお集

まりいただき、会議をしました。はじめに１時間目

の授業の様子をうかがいました。 

「落ち着いて授業を受けている」「言葉に力のあ

る先生がいる」といった感想があった一方で、「授

業に真剣に取り組んでいない様子の生徒が何人か

いたようだった」といった感想もありました。 

そこですべての生徒に問います。授業に真剣に取

り組まないことを続けるということは、だめにな

る練習をし続けている、ということに当たらない

でしょうか。 

人は誰しも、「よくなりたい」「幸せになりたい」

「能力や可能性を高めたい」という気持ちを自然

に持つものです。だめになりたくて、そのための目

標を立てて、日々、物事に取り組んでいる人はいな

いでしょう。 

ですから、一日一日の、一コマ一コマの、一瞬一

瞬の、様々な取組を、自分を高めるためのものにし

てほしいと思います。そして、それを繰り返すこと

で、より確かなものにしていってほしいと思いま

す。≪常に自分を高める努力≫を続けてください。 

本校の教育目標の一つ、「常に自分を高めようと

努力し創造力のある人」、が示しているように。 

（校長 川杉 稔） 
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 ４月１９日（金）、離任される先生方に感謝の気持ちを表す離任式 

を行いました。今年は、田島前校長先生、大澤前副校長先生、須藤

先生、野澤先生、清水（雅）先生、深澤先生、堀井先生、横町先生、

田中先生が出席されました。 

 校歌斉唱のあと、昨年度までお世話になった先生方に対して、代

表生徒がその先生との思い出とともに感謝の気持ちを伝えました。

離任された先生方からは、東中で印象に残ったエピソードを交えて、

励ましの言葉を送っていただきました。その中で、田島前校長先生

は、「自分を振り返る力とつなげられる力を身につけ、『どこに行っ

てもやっていける人間』になってほしい」との熱い思いを語ってく

ださいました。生徒・離任された先生方が、感謝の気持ちと、これ

から頑張っていこうとの決意を新たにする離任式となりました。 

５月８日（水）、あきる野市立小中学校一斉大規模地震対応訓練（引き渡し訓練）を行

いました。これは、大規模地震発生時に生徒の安全確保を適切に行うため、教育委員会と

市内小中学校全校が連携して、毎年実施しているものです。 

文部科学省の調査によると、今後３０年以内に首都直下地震が起こる可能性は７０％程

度と言われています。今回はそのような首都直下地震の場面を想定して、生徒が自分の命

を守る行動を取り、避難をする訓練を行いました。その後、保護者の皆様にご協力をいた

だき、各学級にて引き渡し訓練を行いました。また、緊急時の炊き出し訓練（アルファ米

の炊き出し）も行いました。 

実際に災害が起こったときに、どのような行動をとるのか確認し、自分の身を守る「自

助」と、助け合う「共助」の精神に基づいた行動について学習する良い機会となりました。 

 ８時１５分より職員の打ち合わせがあるため、お子様が体調不良などで学校を遅刻・欠席する際は、８時１０分までに学

校（０４２－５５８－１１２５）までお電話していただくようにお願いします。 

 悩みがあるときは、一人で考えこまずに家族や先生、スクールカウンセラーの先生などに是非相談してください。東中学

校では、毎週火曜日にスクールカウンセラーの東先生が来校し、みなさんの悩みを聞き、相談にのります。 

◆場所：本校舎２階 相談室（2年2組の向かいの部屋） 

◆スクールカウンセラー東先生の勤務日：毎週火曜日 9:00～17:45 

◆相談予約の取り方 

＜生徒＞職員室前のSOSポストに必要事項を記入して投函してください。後日、担任の先生を通して日程を連絡します。 

＜保護者＞担任宛にお電話をお願いします。なお、スクールカウンセラーの出勤日であれば直接予約を取ることもできます。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆卓球部 ８ブロック春季大会 ４月２８・２９日実施 
（男子団体） 第５位 ○○ ○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○ 
（女子団体） 第３位 ○○ ○○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○ 
（ダブルス） 女子ベスト８ ○○・○○組 

男子ベスト１６ ○○・○○組 

◆4月20日 春季大会個人戦 
第3位 ○○・○○ペア 第5位 ○○・○○ペア 
◆4月21日 春季大会団体戦 
優勝 ○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○ 

○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○ 
◆5月5日 日高選抜中学校ソフトテニス大会  
第2位 ○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○ 

◆4月２０日 春季大会個人戦 
第5位  森・嶋森ペア 
◆4月21日 春季大会団体戦 
第3位 ○○ ○○、○ ○○、○○○ ○○、○○ ○○ 

○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○ 
 

 

◆５月４日 第８ブロックバスケットボール大会 第３位 
優秀選手賞 ○○ ○○ 

◆東京都中学生春季陸上競技会 （4月6，7日）八王子市上柚木公園陸上競技場 
男子110mH 第1位 14秒97 ○○ ○○ 
◆武蔵野市春季陸上競技会 （4月28日）武蔵野市陸上競技場 
男子1500m  第1位 4分24秒32 ○○ ○○ 
女子4×100ｍリレー 第1位 52秒72 ○○ ○○・○○ ○○・○○ ○○・○○○ ○○○ 
◆はちおうじT&Fトライアル （4月29，30日）八王子市上柚木公園陸上競技場 
女子100mH 第2位 15秒71 ○○○ ○○○ 
女子4×100ｍリレー 第3位 52秒29 ○○ ○○・○○ ○○・○○ ○○・○○○ ○○○  
◆あきる野ジュニア兼総合スポーツ祭陸上競技大会 （5月6日）秋留台公園陸上競技場 
2,3年男子100m 第3位 12秒31 ○○ ○○ 
2,3年男子800m 第1位 2分9秒84 ○○ ○○  第2位 2分38秒76 ○○ ○○ 
2,3年男子1500m 第1位 4分28秒20 ○○ ○○ 
2,3年女子100m 第2位 13秒37 ○○ ○○ 
2,3年女子800m 第2位 2分41秒96 ○○ ○○ 
2年女子1500m 第2位 6分21秒20 ○○ ○○ 
3年女子1500m 第1位 5分30秒75 ○○ ○○ 
女子4×100ｍリレー 第1位 53秒57 ○○ ○○・○○ ○○・○○ ○○・○○ ○○ 

 

 

◆５月４日 第８ブロック春季大会 優勝 
優秀選手賞 ○○ ○○、○○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○ 
 
 

◆5月4日（土） あきる野市立６中学校合同バンドによるマーチング発表会 
秋川体育館にて、日ごろの練習の成果を活かして、発表を行いました。 



 

 

  申し込み日 試験日 会場 その他 

日

本

漢

字

能

力

検

定 

第１回 
５月２７日（月） 

～６月３日（月） 

７月１２日（金） 本校で実施 【10月18日】 

２年生は職

場体験の日程

と重なるため

受検できませ

ん。 

第２回 
９月２日（月） 

～９月９日（月） 

１０月１８日（金） 本校で実施 

第３回 

１２月２日（月） 

～１２月９日（月） 

１月１７日（金） 本校で実施 

数

学

技

能

検

定 

第１回 すでに受付終了 ６月１５日（土） 本校で実施 各回、受検者

が５人以下の

場合は実施し

ません。 第２回 

後日連絡 １０月１９日（土） 本校で実施 

英

語

検

定 

第１回 
すでに受付終了 １次試験 ５月３１日（金） 

２次試験 ６月３０日（日） 

本校で実施 

本会場（別途通知） 

第３回は本

校では実施し

ません。 
第２回 

後日連絡 １次試験 １０月４日（金） 

２次試験 １１月３日（日） 

本校で実施 

本会場（別途通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜５月＞ 
２１日（火）修学旅行前日指導（３年） 
２２日（水）～２４日（金）修学旅行（３年） 
２２日（水）内科検診（２年）午後から 
２３日（木）歯科検診（１年） 
２７日（月）教育実習開始 
２９日（水）水着販売 ７：５０～８：２０ 
      内科検診（１年） 午後から 
３０日（木）水着販売 ７：５０～８：２０ 
      生徒総会 
３１日（金）第１回英語検定  
＜６月＞ 
３日（月）眼科検診 １２：４５～ 
     一斉委員会 １５：３０～ 
４日（火）開校記念日 

眼科検診 １２：４５～ 

＜６月＞ 
６日（木）校外学習事前指導（１年） 
７日（金）校外学習（１年）（国営昭和記念公園へ） 
１０日（月）上級学校訪問事前指導（２年） 
１１日（火）上級学校訪問（２年） 
１４日（金）教育実習終了 
      多摩特研球技大会（７組） 
１５日（土）第１回数学検定 
１７日（月）水泳指導開始 
１９日（水）安全の日（交通立番） 
２５日（火）期末考査（国・技家・保体） 
２６日（水）期末考査（英・理・美） 
２７日（木）期末考査（社・数・音） 
      交通安全教室１３：３０～ 
      いじめについて考える日 
２８日（金）セーフティー教室 １３：２５～ 

４月１９日発刊の学校だより「東の大地」４月号の記事『東中生の活躍』において、誤りがありました。 

男子ソフトテニス部 中学３年生の部 優勝「○○・○○ペア」は、正しくは「○○・○○ペア」です。お詫びして訂正い

たします。 

 


