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新年を迎えて － 「我慢の時」を「輝く未来へ」 －

校長 伊 藤 裕 一

新年、明けましておめでとうございます。

１年前、「子（ね）年」がスタートした１月初旬、中国・武漢市で肺炎症状の病気（後に新型コロナウ

イルスと判明）が発生していると報じられ始めましたが、私たちは傍観者的に「対岸の火事」として受

け止めていた感じがします。日本も「他人ごとではない」と感じたのは、２月、クルーズ船「ダイヤモ

ンド・プリンセス号」からでしょうか。連日報道される船中の様子、そして下船から病院へ…あっとい

う間に感染は広がり、突然の臨時休校を経て、４月『緊急事態宣言』が発令されました。マスクが手に

入らず、やっと少し落ち着きを見せたものの、８月には第二波、１１月下旬からの第三波…見えざる敵

との戦いの中、新年を迎えました。そして、再度の『緊急事態宣言』…まさに「我慢の時」です。

今年は「丑（うし）年」、十二支としては２番目の年となりますが、正確（十干十二支）には『辛丑』

(かのとうし) といいます。本来の「丑」の意味は「からむ」という意味をもっており、植物に例えると、

芽が種子の中で伸びることができない状態を表しているようです。一方、「辛」には、植物が枯れて新し

い世代が生まれようとする状態という意味があり、２つ合わせると、『新型コロナウイルス感染症に耐え、

我慢していた状態から、これから発展する（芽が出る）前触れ』の年と位置付けられそうです。また、

「丑（牛）」は、古くから食牛や乳牛、耕牛と呼ばれ酪農・農業で私たちの生活と密接につながり、重要

な役目を果たしてきました。「丑」という漢字が「紐」に使われているように、人々の間を「結ぶ」存在

として「神の使い」とも考えられ、全国の天満宮には牛の像があります。

この令和３年、『辛丑』(かのとうし) が、「我慢の時」が「輝く未来に」つながる前触れの年となること

を信じて、一歩一歩、しっかりと歩みを進めていきたいと思います。延期された東京オリンピック・パラ

リンピックも開催予定で進んでいます。皆様にとって、新年が平和で穏やかな年になることを祈念すると

ともに、本校生徒一人一人の可能性が芽吹き、牛込三中が「笑顔あふれる学校」として若葉が輝き、し

っかりとした根を張る…豊かな実りへ、しっかりと一段一段、慎重に歩んでいきたいと思います。

早いもので、本校に赴任し、４度目の新年を迎えました。これもひとえに、生徒・教職員・保護者・地

域の皆様のお陰と、心より感謝申し上げます。私の学校創りのグランドデザイン『笑顔あふれる牛込第三

中学校を創る』は、今年も変わりません。本校に関わるすべての方が「牛込三中で良かった」と実感でき

る学校を目指し、本校教職員と力を併せ、『チーム牛三中』として精進いたします。

毎年、この学校だより新年号に、経営の神様といわれている「松下幸之助」（パナソニック（旧松下電

器）の創始者）氏の次の言葉を示し、自分を戒め、誓いを立ててきました。

人と比較をして劣っているといっても、決して恥ずることではない。

けれども、去年の自分と今年の自分を比較して、もしも今年が劣っているとしたら、

それこそ恥ずべきことである。

新型コロナウイルス感染症との戦いに明け暮れた令和２年、収束の方向が見えないまま迎えた令和３年、

この言葉をどのように受け止め、振り返ってよいのか…自分の自己評価ができずにいます。

さて、このような状況下ではありますが、昨年延期となった［東京オリンピック・パラリンピック］が

私たちの街・東京で開催される予定です。どのような形になるのか、私には想像もつきませんが、感染予

防・対策を含め、世界中から注目されることは間違いありません。日本人として、開催地・東京で生活を

しているものとして、胸を張って「日本を見てください、東京を見てください」と言える大会になること

を願っています。

あらためて、牛込第三中学校に関わるすべての皆様にとって良い年となることを祈念するとともに、本

校の教育活動に対し、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
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１１月中旬、朝夕に寒さを感じる頃から、全国的

に新型コロナ感染症の罹患者数が増加し、「第三

波」という言葉が行き交った１２月…学習を含め、

生徒の活動を維持・確保する工夫が求められました。

その状況下、生徒の安全と健康を第一とし、『慎重な前進』を合言葉にして、次のような活動を展開し

ました。

３年生頑張れ！
エールを込めて

コロナ惨禍のため中止となった「音楽鑑賞教室」 いよいよ３年生の進路選択も佳境を迎え、１２月

の代替えとして、学校ごとのアウトリーチ演奏会を １日より、面接練習が始まりました。質問内容は、

新宿区教育委員会が企画してくれました。 ［高校生活（志望理由・目標）］［中学校生活］［自

１２月１８日、東京都交響楽団の皆さんによる 分について］の３点です。

「弦楽四重奏」の演奏、生の演奏を目の前で聴く貴 今年も、地域協働学校運営委員の方に加わってい

重な機会…その研ぎ澄まされた豊かな音色に圧倒さ ただきました。一人わずか１５分ですが、生徒の緊

れました。「運命」 張感がひしひしと伝わってきます。様々な視点から

からスタートした全 問いかけ、応答す

７曲、そしてアンコ る…生徒の経験値

ール曲は「鬼滅の の高まりを感じる

刃」…本当に充実し 時間となっていま

た、楽しい時間とな す。１月中旬まで

りました。 続きます。

３回目の 今年は
挑戦！ オンライン

１回目（11/6）・２回目（11/30）に引き続き、３ 毎年、２学期終業式の午後、区立中学校１０校の

回目の挑戦となったダブルダッチ講習、１２月１１ 生徒会役員が一堂に会し、テーマに沿って討議・情

日（金）に実施しました。 報交換を行っている生徒会役員交流会ですが、今年

どの学年も跳ぶ回数やそのスピード感が増し、上 はオンラインでの実施となりました。

達していることは一目瞭然です。指導していただい 今年の全体テーマ「今だからこそできる活動を見

ている大学生の方の助 つけよう！」を主体に、３つのグループごとに小テ

言もレベルアップし、 ーマを設定し、話し

熱を帯びてきている感 合いをしました。オ

じがします。 ンラインの良さと難

次回、２月１日は最 しさを実感しつつ、

終回、「測定会」とな 今後の生徒会活動に

ります。新記録が出る つながる貴重な時間

か…楽しみです。 となりました。

１２月 寒さに負けず、コロナに負けず…

いろいろなことに取り組みました

３年 面接練習

生徒会役員交流会

２年 アウトリーチ演奏会

ダブルダッチ講習

【入選】 2B Ｉ．Ｋ． さん 2C Ｏ．Ｍ． さん

2C Ｈ．Ｍ． さん 2C Ａ．Ｈ． さん

【佳作】 2A Ｈ．Ｋ． さん 2B Ｏ．Ｔ． くん

2B Ｓ．Ｍ． くん 2B Ｔ．Ｍ． さん

2C Ｕ．Ｒ． さん 2C Ｎ．Ｎ． さん

2C Ｈ．Ｒ． さん

【優秀賞】 1C Ｙ．Ｓ． さん

※横田さんのデザイン画は秋花壇に採用

【審査員特別賞】 1C Ｅ．Ａ． さん

新宿区・明るい選挙

啓発ポスターコンクール

東京都東京空襲犠牲者を追悼し

平和を祈念する碑 デザイン画

２年生の華麗なステップ



「一日も早く収束の方向に」と、みんなが願いつ

つも、新型コロナウイルス感染症の勢いは衰えず、

毎日のように罹患者の増加が報道されています。今

年一年、学校だけではなく、世界全体がまるで悪夢

を見ているかのような中で過ぎていきました。

２学期も終わろうとしていた１２月２２日、東京

都教育員会より、「医療従事者の方々に感謝や応援

の気持ちを伝える手紙の募集」の案内が届きまし

た。生徒の気持ちを整え、それを手紙にしてしたた

めるには時間的に余裕がなく、少し心配しました

が、子どもたちは、大人の想像以上に現実をしっか

りと受け止めていました。都内の感染状況が急激に

増えていること、医療従事者の方が現場で大変ご苦

労されていること、年末年始の休みもなかなか取れ

ないこと…。

生徒全員で取り組みました。書いている時の集中度は高く、その表情も真剣そのものでした。「我慢の

時」を送っている子どもたちが心を込めて書いた手紙…表現の仕方や分量はそれぞれですが、生徒の

「心」を受け止めていただき、明日の活力…「輝く未来」につなげていただければ幸いです。

私たち大人からも「毎日、本当にありがとうございます。日々のお仕事に感謝申し上げます。」

新型コロナウイルス感染症惨禍 感謝を込めて 医療従事者の方へのメッセージ

［２月］ ５日(金) 校外学習・都内巡り（１年）

２４日(水) 新入生保護者説明会

２４日(水)～２６日(金) 学年末考査

［３月］ ４日(木) 新入生体験入学

５日(金) ３年生を送る会

９日(火) 校外学習（２年・詳細検討中）

１１日(木) 保護者会（１・２年）

１２日(金) 中学生フォーラム（３年）

１５日(月) 薬物乱用防止教室（３年）

１７日(水) 卒業校外学習（３年）

１９日(金) 卒業式

２５日(木) 修了式

※どの行事も、新型コロナウイルス感染症の状況によっては変更があります。ご了承ください。

２月・３月の主な予定
［進路関係］※私立は都内校を基準

１月 ［都立推薦出願・郵送］

１５日～ 私立推薦出願

２２日～ 私立推薦入試

２５日 私立一般出願

２６･２７日 都立推薦入試

２月 ２日 都立推薦発表

［都立一般出願・郵送］

１０日～ 私立一般入試

２１日 都立一次受検

３月 ２日 都立一次発表

５日 都立二次出願

１０日 都立二次受検

１６日 都立二次発表

いつも私たちを支えていただき、

ありがとうございます。

私はニュースや新聞で医療従事者の方々が大きなリスク

をかかえながら仕事をされているところを見ました。心も体も

余裕がない状況であるにも関わらず、患者さんや仲間と明る

く接する姿を見てかっこいいと思いました。

私は将来、看護師になりたいと考えています。コロナウイ

ルスで大変な思いをされている方々が多いことを知り、やは

り現状は甘くないと感じました。しかし、そんな現状でも頑張っ

ている医療従事者の方々を見て勇気をもらえました。私も数

年後には必ず夢を叶えて同じ職場で頑張ります。待っていて

ください。

いつも私たちを支えていただき、

ありがとうございます。

新型コロナウイルスの影響で、毎日大変なお仕事を

されていると思います。私もテレビなどで報道されてい

る医療従事者の方々の苦悩を目にして「今、日本では

こんなにも大変な状況におかれている人たちがいるの

か」と驚くとともに衝撃を受けました。

なかなか終息せず、辛い日々が続いていると思いま

すが、お体にだけは気をつけて頑張ってください。遠い

ところからでも応援しています。

いつも私たちを支えていただき、

ありがとうございます。

僕は幼いころ体が弱く、何度も入院を経験しました。

その時、優しい看護師さんにたくさん助けてもらいまし

た。

今度は、僕が医療従事者の方々を助ける番です。少

しでも新型コロナウイルス感染者を減らす努力をしてい

きます。



◆ 令和３年 １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 金 元 日

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木 ［冬季休業日終］

8 金 始業式／大掃除 ×

9 土 土曜授業日 ×

10 日

11 月 成人の日

12 火 区学力調査(1･2)／書初め展(始) ○

13 水 職員会議 ノーチャイムデー ○

14 木 ○

15 金 ○

16 土

17 日

18 月 ３年朝礼 ○

19 火 ○

20 水 避難訓練／職員会議／定時退勤日 ○

21 木 委員会 ○

22 金 評議会 ノーチャイムデー ○

23 土

24 日

25 月 ２年朝礼 ○

26 火 ○

27 水 展示準備⑤／ 16:00地域協働学校運営協議会 ○

28 木 １年［授業参観・展示見学・道徳授業公開］ ノーチャイムデー ○

29 金 ２年［授業参観・展示見学・道徳授業公開］／都立高校推薦入試発表 ○

30 土 土曜授業日／３年［授業参観・展示見学・道徳授業公開］／書初め展終 ×

31 日

地域・保護者の皆様へ

○新型コロナウイルス感染症の拡大傾向［第三波］に伴い、２年・女神湖スキー教室が中止になり

ましたが、その他の教育活動も区教委の方針（12/5配布）「行事等は基本単位を学年ごととす
る」に沿って、本校の３学期の教育活動を進めていくことになり、その概要を、12/25終業式の
日に本校の［３学期の予定］としてお伝えした次第です。

しかし、その後、年末より罹患者数が急激に増加し、昨日、首都圏１都３県に「緊急事態宣言」

出されました。このことを受け、新宿区教育委員会より、この期間を中心とした教育活動に係る

指針が示されました。上記行事予定は、２学期末時点のものとご理解いただき、あらためて、そ

の変更等の詳細につきましては、別紙にてお知らせいたします。

○３年生の進路選択も大詰めを迎えています。三者面談等を経て、第一志望の学校等が定まり、自

己実現〈希望の達成〉を図るために努力を続けています。このような状況下ですが、３年生全員

の願いが叶い、「素敵な笑顔」で卒業式を迎えられるよう、全力で支援をしていきます。

○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）

都立高校推薦入試日

14 日から予定されていた、２年・女神湖スキー教
室は、コロナ惨禍のため、中止となりました。


