
 

 

 

 

 
一日一日を大切に 

校長 久保 文人 

３学期が始まってすでに三週間がたち、気

が付けば一月も残すところあとわずかとなっ

てしまいました。「一月はいに（行き）、二

月は逃げ、三月は去る」とよく言われますが

春を待ちわびる気持ちがそのように感じさせ

るのでしょうか？ 

さて、来月には「東京都中学校駅伝大会」

が開催されます。残念ながら本年度は、牛二

中生徒は選手にエントリーされませんでした

が、新宿区代表選手の力走を期待したいと思

います。「駅伝」という競技は日本独特のも

ので、その始まりは１９１７年、京都三条大

橋から上野不忍池間５１４Ｋｍを、３日間昼

夜を走りとおしてゴールするというものだっ

たそうです。 

この駅伝ですが、人生にたとえて「人生は

駅伝を一人で走るようなものです。」と言っ

ている人もいます。自分で努力して走った１

区のタスキを自分自身で受け取り２区も走る

ということです。 

自分一人で走るのなら、マラソンではない

かと思うかもしれませんが、同じではありま

せん。それは、今の自分は未来の自分に渡す

タスキを預かっているという責任があるとい

うことです。今日の自分の頑張り・努力が貯

金となり、明日以降の自分を助けることにな

るのです。逆に、今日を怠けてしまうと未来

の自分にそのツケを負わせることになるとい

うことです。 

実際の駅伝では、誰も 

がタイムという貯金を作 

り次のランナーにタスキ 

をつなごうとしています。

みなさんも「自分の夢」と

いうゴールに向かい、今日

の自分が明日の自分に貯金

を作ってタスキをつなげる

ようにしたいですね。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 日 月 始業式 

8 日 火 入学式 

9 日 水 2，3 年給食始 定期健康診断始 

10 日 木 1 年給食始 尿検査 

11 日 金 避難訓練 部活動説明会 

14 日 月 朝礼 尿検査追加 

15 日 火 保護者会(3)  

16 日 水 歯科検診（3） 

17 日 木 歯科検診(1,2) 保護者会(2) 

18 日 金 内科検診（3）保護者会(1) 

22 日 火 全国学力調査(3) 内科検診（1） 

24 日 木 内科検診（2） 

25 日 金 離任式 

28 日 月 開校記念日 朝礼 ※平常授業 

5月1 日 木 避難訓練 眼科検診（1,2,3） 

2日 金 身体計測 

8日 木 耳鼻科検診 修学旅行説明会（3） 

9日 金 生徒総会 

 

２月の主な予定 

1 木 

スキー移動教室前健康相談（2） 

都立高等学校推薦選抜発表 

手続き（3） 

2 金 都立高等学校推薦手続き（3） 

5 月 
全校朝礼 安全指導日 

地域協働学校運営協議会(16:00) 

6 火 都立高等学校一般出願(3) 

7 水 校内研修会 

9 金 漢字検定 

10 土 私立高等学校一般入試 

11 日 私立高等学校一般入試・手続き 

12 月 私立高等学校一般入試・手続き 

13 火 「ありがとうの日」 

14 水 
スキー移動教室(2) 

都立高等学校一般取り下げ(3) 

15 木 

スキー移動教室(2)  

新宿ものづくりマイスター(1) 

都立高等学校一般再提出(3) 

16 金 スキー移動教室 (2) 

17 土 スキー移動教室 (2) 

19 月 振替休業日(2) 

21 水 職員会議 

23 金 都立高等学校一般入試(3) 

26 月 学年末考査＜社・美・理＞ 

27 火 学年末考査＜英・保体・国＞ 

28 水 学年末考査＜数・音・技家＞ 

※私立高等学校入試は、学校によっては、この日程と違う場合もあります。 

【教育目標】自ら学び、考え、行動する人  思いやりと責任感のある人  健康で心豊かな人 
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ＨＰ  
牛込二中だより 

 

「わたしたちのまち新宿」 

＜区広報番組＞の取材を受けました 

新宿区区政情報課が制作している広報番組

の新コーナー「学校紹介」で、本校のあり

がとう運動が取材されました。放送は、ケ                          

―ブルＴＶ「Ｊ：

ＣＯＭ港新宿」（11

チャンネル）で、２

月の間、毎日３回放          

映されます。 

Ｊ： 

 

 

受験シーズン到来 頑張れ！３年生 

 負けないこと 投げ出さないこと 

 逃げ出さないこと 信じ抜くこと 

 駄目になりそうな時 それが一番大事 

「それが大事」 大事ＭＡＮブラザーズバンド 

http://www.shinjuku.ed.jp/jh-ushigome2


 

            ※  敬称略  

 
◇平成 29 年度  
第 21 回「俳句の里」山梨県笛吹市 
全国小学生・中学生俳句会 入選 

 (1 学年) 
 (3 学年) 
 (3 学年) 

 
 
 
 

  1 月 10 日（水）に国語科の授業として体 
 育館において「席書会」が行われました。 

少し寒い体育館の中には、生徒の静かな 
 息遣いと書初め用紙の上を走る筆の音だけ 
 が聞こえていました。 
  一文字一文字心を込め書き上げた作品は 
 校内作品展において発表されました。 

 

 

 

 
「開校 70 周年記念・校内作品展」が 1

月 18 日（木）～20 日（土）まで行われま
した。 

本年度は、より多くの保護者・地域の
方に参観してもらいたいということで、3
日間の開催としました。１５０名の保護
者・地域の方にご参観いただきました。
お忙しい中ご来校いただきありがとうご
ざいました。 

また、本年度は新たな取り組みとして
保護者・地域の方のすばらしい絵画・切
り絵・手芸作品等も展示させていただき
ました。ご協力いただきました皆様、本
当にありがとうございました。 

 
【第 1 学年】 

国語 書初め「文武両道」「表現の美」 
   俳句 葉書新聞 
理科 岩石レポート 
美術 デッサン 
技術 杉ラック 
家庭 ファイルカバー 
英語 Greeting Card 
総合的な学習の時間 

女神湖移動教室（うちわ 陶芸 
 壁新聞 葉書新聞） 

職場訪問報告書・葉書新聞 

 
【第 2 学年】 

国語 書初め「科学の探求」「世紀の祭典」 

   私の枕草子 俳句 葉書新聞 
社会 世界の国調べ 
理科 動物の行動 

観察レポート 
美術 ちぎり絵 
技術 ラジオレポー        

ト 名刺 
家庭 ショルダーバッグ 
英語 Introduce my town 
総合的な学習の時間 
   校外学習壁新聞 上級学校訪問

報告書  職場体験（壁新聞・葉
書新聞） 

 
【第 3 学年】 

国語 書初め「記録に挑戦」「時代の潮流」  
   俳句 葉書新聞 
美術 おめん スクラッチペン皿 
技術 キーホルダー 
家庭 絵本 
英語 My school trip 
総合的な学習の時間 

修学旅行（漆器加飾 写真 葉書 
新聞） 

 
【英語部】 

世界の文化紹介 
 

【美術部】 
絵画 
 

生徒の活躍 

席書会  

校内作品展  

＜校内作品展 感想＞ 

・生徒の作品がどれも素晴らしく感激しました。と

ても頑張っている様子が見えて嬉しく思いました。 

・1 年間で色々な物を作ったようで感心しました。今

年も様々な事にチャレンジして欲しいです。 

・生徒の皆さんの作品の数々に感動しました。 


