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百歌繚乱 ～ 離れていても心は一つ ～

校長 伊 藤 裕 一

表題は、１０月２４日（土）、新宿文化センターで行われた『学芸発表会』の実行委員会が掲げたスロー

ガンです。実行委員会が発行した、「実行委員会だより・第１号（9/11 発行）」に、このスローガンに込め
た思いと実行委員会の願いが次のように書かれていました。

［スローガンに込めた思い］

いろいろな花が咲き乱れるように、一人一人の歌が咲き乱れる。人との距離があっても「心は一つ」

という思いを込めました。

［実行委員会より］

今年は新型コロナウイルスの影響で、学年別での合唱コンクール、英語部の発表、そして３年生の部

のみ吹奏楽部の発表があります。いつもと違った学芸発表会ですが、世の中の状況に適応しながら、

悔いのないように頑張りましょう！

この生徒の言葉、そして込められた想いを目にした時、心が揺さぶられました。半年、見えざる敵に自分た

ちの学校生活を左右されながら、我慢をしてきた生徒…なんとか、この学芸発表会を実現させてあげたい…

この想いは、教職員を含め、牛込三中に関わる大人の願いとなりました。そして迎えた当日、このスローガ

ンが実現された、生徒が、牛込三中が一つになった、記憶に残る学芸発表会となりました。

このコロナ惨禍の中、実施できたのは、大きな会場「新宿文化センターの大ホール」だったことが私たち

を後押ししました。牛込三中の伝統が、今年の苦境に手を差し伸べてくれた感じがします。練習も大変でし

た。全員合唱は、体育館を含む広い場所の数ヶ所だけ、教室等は、少人数でのパート練習に明け暮れました。

常に、フェースシールドとマスクの同時使用です。本当によく我慢し、頑張りました。

いろいろな苦難を乗り越えて迎えた当日、例年とは違

う緊張感がありました。今年初めてのクラス単位での取

組となる学校行事、英語発表会やコンクールが中止とな

った英語部や吹奏楽部…全員が特別な想いをもって舞台

に立ちました。その想いがあふれた「学芸発表会」…マ

スク姿で懸命に歌う姿、英語部の表情豊かなパフォーマ

ンス、唯一の演奏機会となった吹奏楽部…すべてが『素

晴らしいかけがえのない時間』となりました。

生徒のこれまでの頑張りと全員で紡いできた絆が、こ

の日につながっています。牛三中生一人一人の素晴らし

さ、無限の力をあらためて感じました。特別審査員・宇

佐美博子先生のお言葉「素晴らしい合唱、牛込三中が

‘素敵な学校’であることが分かりました」がすべてを

語っている気がします。

学年単位という特別な形での開催にあたり、保護者の皆様と

地域協働学校運営委員の皆様には、大きなご支援をいただきま

した。本当にありがとうございました。

これからもコロナ惨禍の中、どのように学校生活を組み立て

ていくか、生徒の成長の機会をどのように確保していくのか…

終わりは見えていません。

今後とも「牛込第三中学校」をよろしくお願いいたします。

学校だより ＮＯ．８
令和２年１１月 ２日
新宿区立牛込第三中学校

http://www.shinjuku.ed.jp/jh-ushigome3

学芸発表会 プログラム 及び 結果

１年生の部

［合唱コンクール］ 金賞 Ｃ組

［英語部］QUIZ COW COW COW

２年生の部

［合唱コンクール］ 金賞 Ａ組

［英語部］Why do you come to Sanchu？

３年生の部

［合唱コンクール］ 金賞 Ｃ組

［英語部］The best students in world
［吹奏楽部］Sing Sing Sing 他

３年金賞 Ｃ組の合唱



１０月９日(金)、生徒総会を行いました。

ここにも新型コロナウイルス感染症の影響…

感染防止のため全校生徒を一堂に会すること

ができず、先日の生徒会役員選挙に引き続

き、「放送」による開催となりました。

「生徒会のタスキ」を３年生から引き継い

だ２年生・１年生、どのような生徒会・学校

を創り上げていくのか楽しみですが、その骨

格となる『生徒による学校創りの最高機関』

が生徒総会です。

映像が流れた役員選挙とは違い、放送を聞

きながら「議案書」を読み込んでいく…どの

クラスも静粛な真剣な雰囲気の中、右の[活動

方針]、そしてそれを達成するための具体的な

活動等の表明に耳を傾け、真剣に取り組んでいました。クラスで出た

質問や意見は持ち帰り、後日回答することになりますが、全体として

はとても立派で、これからの生徒会活動に期待がふくらむ時間となり

ました。

生徒会本部が掲げた『地域に広がる三中～周りに目を向け 自発的に

行動する～』が達成できるよう、大人（教職員）としてしっかりと見

守り、支援していきます。

障がい者スポーツ体験（３年） 普通救命講習（２年）

１０月１３日（火）、新宿区教育委員会主催で、 １０月２９日（木）からの３日間、牛込消防署及

障がい者スポーツ体験を実施しました。新型コロナ び救急協会の方々にご協力をいただき、クラス単位

ウイルス感染症のため、東京オリンピック・パラリ で普通救命講習を実施しています。例年は、牛込消

ンピックは来年度に延期されていますが、障がいの 防署の施設をお借りしての講習ですが、今年は感染

ある方が不自由なく生活できる社会を創るためにも、 防止が最優先となるため、より広い場所ということ

障がい者理解やボランティアマインドの醸成等、中 で「本校の体育館」を会場としました。

学生にとって大事な授業となります。 「日常生活の中で、緊急性の高い事故に遭遇した

当日は、日本ブラインドサッカー協会より２名の 場合の対処法に関する知識や技術を習得する」こと

方にお越しいただき、ブラインドサッカーを通して、 を目的とし、３時間、ＡＥＤの使用を含めた「救急

楽しみながら「心を育てる」時間となりました。な 救命」の基本（応急手当・心肺蘇生法）に、全員が

かなか思うようにはいかず苦戦していましたが、日 真剣に取り組みました。

常では気付かないことを学ぶ、貴重な機会となりま 学んだことを実際に実行する場面はない方がよい

した。 のですが、いざと

この授業を通し いう時に『家族や

て感じたこと、考 他者の命を救う』

えたことを日々の 行動がとれる人…

生活に生かし、素 一人一人が社会的

敵な社会をみんな に大切な存在にな

で創っていきまし ってくれることを

ょう。 願っています。

自分たちの手で…主体的な活動

令和２年度 後期 生徒総会

後期 生徒会・各種委員会の活動方針（目標）

生徒会 地域に広がる三中

～周りに目を向け 自発的に行動する～

生活委員会 日進月歩

～あいさつであふれる学校へ～

放送委員会 協力を大切に印象に残る放送を

～噛まず 焦らず 楽しんで～

体育委員会 ボールの貸し出しができないなら

愛の貸し出しを！

環境委員会 ごみを見つけ 走り回る ルンバかな

図書委員会 晴読雨読

保健給食委員会 給食・完食・保健給食

～健康な体をつくるために～

１年学級委員会 文武両道

～オールマイティな学年になる～

２年学級委員会 先見の明

３年学級委員会 百足協走

感染対策を講じつつ 教育活動を進めています

生徒総会 放送に聞き入る

言葉で状況を伝える難しさを体験
一生懸命取り組みました



秋の爽やかな好天から週末の台風の接近と寒気、天候が安定しない週となりましたが、今年度の『学

校公開週間』、ご参観いただき誠にありがとうございました。

今年は、新型コロナウイルス感染防止のため、保護者の方のみに公開（来年度の新入生保護者の方は

予約制）し、土曜授業参観も各学年・新入生保護者で別々に設定しました。日頃より本校を支えていた

だいている地域の方に公開できないことは残念の一言に尽きますが、このような社会状況を踏まえた判

断、ご理解をいただければと存じます。

下表は、学校公開にお越しいただいた参観者数（人）及び 土曜日の新入生関係向けの授業参観・学

校説明会への参加者数です。（昨年より多くの参観をいただきました）

［授業参観］ ５日･月 ６日･火 ７日･水 ８日･木 ９日･金 10日･土 学校説明会

本校 保護者 １５ ２０ １７ ２３ １９ × 126組
新入生関係 ２ ６ ５ ３ ５ ９０ １７４ 名

［在校生保護者よりいただいた感想］

○体育での座学でも、距離をおきマスク着用で、感染症拡大予防に努めてくださり、ありがとうございます。

○意外なほど授業中、生徒たちが活気があって楽しそうに発言しているなと感じました。（でも雑談している子

はいない）授業もプロジェクターを使って目を引く進め方だと思いました。全体的に落ち着いていて、挨拶も

してくれて、良い子たちだなぁと思いました。

○教室の様子は落ち着いており、皆集中していて、良い学年だなぁと思いました。社会の授業が楽しいと子ど

もから聞いていたので、一度見せていただき、納得しました。

○たまたま書くことの多い授業でしたが、子どもたちが一生懸命だったことに感心しました。学ぶことの楽しみ

を見いだせる３年間であることを祈ります。

○先生が一方的に話すのではなく、生徒によく話しかけてみんなで授業を受けており、とても楽しそうでした。

○合唱コンクールの歌の練習を参観しました。みなさん、先生の指導を素直に聞いている印象を受けました。

まだ声は小さいのですが、２週間後が楽しみになりました。休み時間に入るとすぐ、窓を開けて換気など、

感染症対策もきちんとされていると感じました。ありがとうございました。

※紙面の都合上、いただきました感想の一部です。個人が特定されないよう、修正・省略しています。

このような社会状況や後半の悪天候の中、本当に多くの方にご来校いただきましたこと、また、温か

い言葉（感想）をいただきましたことは、私たち教職員にとって大きな励みであり、生徒にとっても自

己肯定感が高まる源にもなります。ありがとうございました。

これまで部活動の大会やコンクール、各種コンテスト等、生徒が日ご
ろの成果を発揮し活躍する場面が中止となっていましたが、部活動の大
会等、徐々に始まりました。多くの活躍を報告できたらと思います。

中学生の税についての作文

［東京都新宿都税事務所長賞］ ３Ｃ Ｎ．Ａ． さん
［四谷税務署管内 納税貯蓄組合連合会 会長賞］ ３Ｂ Ｓ．Ｍ． さん
［公益社団法人 四谷法人会 会長賞］ ３Ｂ Ａ．Ｔ． さん
［東京税理士会 四谷支部 支部長賞］ ３Ａ Ｕ．Ｍ． さん
［中学生の税についての作文 優秀賞］ ３Ａ ０．Ａ． さん

薬物乱用防止推進事業

ポスター［地区会長賞］ ２Ｃ Ｋ．Ｈ． さん
標 語 ［地区会長賞］ ３Ａ Ｋ．Ａ． くん
ポスター［佳作］ ２Ａ Ｇ．Ａ． くん ・ ２Ｂ Ｓ．Ｙ．さん

２Ｂ Ｏ．Ｒ． さん ・ ２Ｃ Ｈ．Ｒ さん

新宿区平和都市宣言「平和のポスター展」

［佳作］ ２Ａ Ｍ．Ｎ． さん ・ ２Ｂ Ｆ．Ａ． さん
２Ｂ Ｔ．Ｒ． さん ・ ２Ｃ Ｏ．Ｍ． さん

前半・秋晴れ、後半・台風１４号の接近

［学校公開週間・学校説明会］ ご来校、ありがとうございました



◆ １１月行事予定表 ※（ ）数字は学年、○数字は実施する授業時間を示しています。

日 曜 行 事 給食

1 日

2 月 進路面談終(3)／普通救命講習(2) ○

3 火 文化の日

4 水 研修会 ノーチャイムデー ○

5 木 委員会 ○

6 金 地域の方との交流会(3) ○

7 土 土曜授業日（２年生保護者対象授業参観・学級懇談会) ［東京都教育の日］ ×

8 日

9 月 小中連携日 ○

10 火 評議会 ○

11 水 職員会議／定時退勤日 ○

12 木 ノーチャイムデー ○

13 金 ○

14 土

15 日

16 月 避難訓練 ノーチャイムデー ○

17 火 ○

18 水 期末考査・１日目（理科・国語・技家） ○

19 木 期末考査・２日目（社会・数学・美術） ○

20 金 期末考査・３日目（英語・保体・音楽） ○

21 土 土曜授業日 ×

22 日

23 月 勤労感謝の日

24 火 16:00地域協働学校運営協議会 ○

25 水 職員会議 ○

26 木 進路保護者会(3) ○

27 金 伝統文化理解教育[ものづくりマイスター体験講座](2) ノーチャイムデー ○

28 土

29 日

30 月 ○

地域・保護者の皆様へ

○１１月を迎え、牛込三中の恒例行事「落ち葉掃き」の時期を迎えました。今年も生徒会の環境委

員会を中心に計画を練っており、今月末から始める予定です。詳細につきましては、あらためて

ご連絡いたしますが、新型コロナウイルス感染症への対策を講じながらとなりますので、例年と

多少違う形となります。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

○この学校だよりを作りながら、『もう１１月…』と驚いています。今年も残すところ２カ月とな

りました。今年の３月、臨時休校からの未曾有の数カ月、春・夏・秋と３つの季節が過ぎている

はずなのに、時間だけが流れているかのような感覚です。この２カ月…しっかりと時を刻むこと

ができるよう、一日一日を大切にしていきたいと思います。

３年生の進路選択が佳境を迎えています。本番の受験は年明けとなりますが、今が重要な時で

す。ぜひ、自分を生かすことができる、頑張ることができる、そして、個々の

未来へとつながる次のステージを獲得してくれることを願い、最後まで支え、

導き、支援していきます。

○新型コロナウイルス感染症により、お子様のことで不安等がありましたら、

担任または管理職にご連絡ください。 （牛込第三中学校 03-3266-1606）

１・２年生 ５教科

３年生 ９教科 で実施


