
大 銀 杏大 銀 杏

全力投球 ～ 皆で創る 彩 響 の天歌 ～
さいきよう てんか

校長 伊 藤 裕 一

表題は、１０月２３日（土）、新宿文化センターで行われた『学芸発表会』に際し、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（10/1 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］

このスローガンの「全力投球」とは、出せる限り全ての力を用いて物事を行うこと、という意味で、

「彩響の天歌」は、彩のある歌を天まで響かせよう、という思いを込め、全学年からの案を組み合わ

せました。このスローガンの実現に向けて、これから約１ヶ月、みんなで頑張っていきましょう！

［実行委員長・Ｈ．Ｒ．さんの言葉］

今年もいろいろと制限されている中での実施ですが、皆さんの最高の思い出となるような学芸発表会

にしていきたいと思っています。それぞれが「楽しかった！！」と思える学芸発表会を創り上げまし

ょう。よろしくお願いします。

昨年から「見えざる敵・コロナ感染症」に自分たちの学

校生活を左右され、我慢をしてきた生徒たち…今年も完

全開催には至りませんでしたが、この生徒スローガンに

応えたく、『牛込三中の素晴らしい伝統を紡いでいってほ

しい』という願いで、今年の学芸発表会を組みました。

そして迎えた当日、生徒のスローガンとそれに関わる全

ての人の想いが実現された、［生徒が輝き、牛込三中が

一つになった学芸発表会］となりました。

昨年は、コロナ惨禍の中、大きな会場「新宿文化セン

ター・大ホール」のお陰で『奇跡の開催』となりました

が、今年は、７月からの第６波の影響を受け「練習を始

められない」状況でした。感染防止を最優先に少人数で

のパート練習等しかできない…なかなか前に進めない状

況、生徒もそれを導く教員も辛抱の毎日でした。

いろいろな壁を乗り越えて迎えた当日、「自分たちの練習の成果を出し切りたい」という期待と不安…生

徒の緊張感が伝わってきました。特に合唱コンクールでは、下級生の熱い視線が自分たちに向けられ、上級

生としてのプライドをもって臨んでいました。全員の想いが込められた「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、都吹奏楽コンクール・金賞を受賞した吹奏楽部のサウンド…

すべてが、自分たちのできることを積み重ねてきた集大成、『かけがえのない時間』となりました。

昨年に引き続き、特別な形での開催となりましたが、特別審査員・宇佐美先生の最後の講評で、この学芸

発表会を『共磨き』という「お互いに磨き合い、高め合った素晴らしい時間」という言葉で総括していただ

きました。まさに、生徒のこれまでの頑張りと保護者の皆様・

地域協働学校運営委員の皆様の大きな支援が結実した『笑顔あ

ふれる学芸発表会』となりました。保護者の方にも 368 名の多
くのご参観をいただき、あらためて、心より感謝いたします。

幸い、現時点では社会状況も落ち着いており、これまで同

様、できることをしっかりと積み重ね、「笑顔あふれる牛込第三

中学校」を創っていきます。よろしくお願いいたします。

学校だより ＮＯ．７
令和３年１１月 １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］Let's Sing 'We Will Rock You'

２年生の部

［合唱コンクール］ 金賞 Ｂ組・Ｃ組

［英語部］Quiz Teacher Revolution！

３年生の部

［合唱コンクール］ 金賞 Ｃ組

［英語部］What Has Covid-19 Brought
to Our Lives?

［吹奏楽部］交響的詩曲『走れメロス』他

３年金賞 Ｃ組の合唱



１０月８日(金)、後期・生徒総会を行いま

した。昨年は新型コロナウイルス感染症対応

として「放送」での開催でしたが、今年は一

歩進め、「２年生は会場参加、１・３年生はオ

ンラインで画像を含め教室から参加」となり

ました。

「生徒会のタスキ」は３年生から２・１年

生に引き継がれました。それを受けた２年

生・１年生が、どのような生徒会、そして学

校を創り上げていくのか…本当に楽しみで

す。新たな『生徒による学校創り』が、この

生徒総会から始まります。

生徒会及び各種委員会の活動方針（右記）

等をしっかりと表明、それを真剣に受け止め

ている生徒の姿に、これからの生徒会活動に期待がふくらみました。

その１コマ、２年生学級委員会「生徒会役員と協力をしながら、中心

学年としての自覚をもって、３年生の築いた校風を守っていきます」

に対し、３年生学級委員会は「（前略）…分からないことがあったら、

何でも聞いてください」と応える、しっかりとバトンがつながってい

ることを強く感じました。

より良い牛込三中を、みんなで創り上げていきましょう。

生徒会・地域清掃 普通救命講習（２年）

１０月９日（土）、生徒会主催の第２回・地域清掃 １０月２９日（金）からの３日間、牛込消防署及

を行いました。土曜日・休日にもかかわらず、１年 び救急協会の方々にご協力をいただき、クラス単位

生から３年生までのボランティア生徒４７名が参加、 で普通救命講習を、本校体育館で実施しています。

８班に分かれ、学区内を清掃しました。 「日常生活の中で、緊急性の高い事故に遭遇した

活動中、地域の方に「ありがとう」等のお声かけ 場合の対処法に関する知識や技術を習得する」こと

もいただき、生徒も思わず笑顔の表情…８０分間の を目的とし、ＡＥＤの使用を含め、救急救命の基本

活動でしたが、あらためて自分たちが住んでいる地 （応急手当・心肺蘇生法）に、全員が真剣に取り組

域を知る、良い機会、 みました。いざという時､ 実践で生かせる知識と技

充実した時間となりま 術、身に付いたで

した。地域の方やＰＴ しょうか。

Ａの方にもご参加・ご お忙しい中、ご

協力をいただきまし 協力いただいてお

た。本当にありがとう ります皆様に感謝

ございました。 申し上げます。

自分たちの手で…学校を創る

令和３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 地域とともに

～感謝いっぱい 笑顔が実る三中～

生活委員会 明るい Good morning

～三中を裏から支える太陽に～

放送委員会 伝家の放送

～挑戦し 進化し続けよう～

体育委員会 密を避けて 楽しく運動しよう！

環境委員会 三中の霧ケ峰

～心も空気もリフレッシュ～

図書委員会 全員参加！来たれ！全学年！

保健給食委員会 心と体をクリーンに －保健給食委員会－

１年学級委員会 気配り・リーダーシップ・積極性・責任感

を大切に！！

２年学級委員会 疾風迅雷

３年学級委員会 実践躬行

感染対策を講じつつの教育活動 １０月の１コマ

新宿区友好提携都市 名前の通り、長野県（信濃）生まれ。

長野県伊那市からの 甘くて、ジューシーなことが特徴。

美味しいプレゼント 国内生産量第一位の「ふじ」と第二位の「つがる」を掛け合わせ

が届きました！ 平成８年に誕生した一品！ 10/14、美味しくいただきました。

りんご シナノスイート

堂々と活動方針を説明



天候が安定しない、寒暖差の大きい週となりましたが、今年度の『学校公開週間』、多くの方にご参

観いただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症も少し落ち着いた状況での学校公開でしたが、直後に「学芸発表会」を控

え、３年生の進路決定の時期を迎えていることもあり、感染防止を徹底するために、本校保護者の方の

みに公開（来年度の新入生保護者の方は予約制）し、土曜授業参観は新入生保護者方に限定、しかも廊

下からの参観とご無理をお願いしました。また、昨年に引き続き、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かったことは残念の一言に尽きますが、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。ありがとうございます。）

［授業参観］ 11日･月 12日･火 13日･水 14日･木 15日･金 16日･土 学校説明会

R3参観者 ２４ １５ １４ ３８ ３９ １１０ ６９ 名

昨年度 １７ ２６ ２２ ２６ ２４ ９０ 児童を含む

［参観いただいた保護者の方よりいただいた感想］

○本日は参観させていただきまして、どうもありがとうございました。黒板時代だった頃に比べ、ホワイトボー

ドでプロジェクター使用、資料が見やすく、驚きました。非常に丁寧に教えてくださっており、分かりやすく、

子どもたちも積極的に発言していて、活気のある授業でした。（１年生保護者）

○静かに落ち着いた環境で勉強ができていました。休み時間、生徒さんたちもあいさつをしてくれて良かった

です。ありがとうございました。（１年生保護者）

○みんなまじめに授業に向き合っていました。廊下からだったのが少し残念でした。（２年生保護者）

○どの学年も授業中はとても落ち着きがあり、話し合う時は活気があって良いと思いました。校内も清掃が

行きとどいていて安心感があります。参観したのは家庭科だったので、早く調理実習とかができると良い

なと思いました。（２年生保護者）

○生徒全員が勉学に真剣に取り組む姿がすばらしい。また、クラスが協力して合唱の練習をしているのが、

印象的だった。（３年生保護者）

○皆、私語もなく、まじめに授業を受けていて良い印象でした。合唱の練習はとてもきれいな声で素晴らしく、

自分たちで自主的に練習しているのもすごいと思いました。パソコンを使った授業は、自分の時にはあま

りなかったので羨ましかったです。皆よくできていてすごかったです。（３年生保護者）

○少人数ずつのグループに分かれて合唱の練習をしている時間を見学させていただきました。生徒さん同士

で話し合いながら歌を高めていっている姿を見せていただき、「さすが中学生！」と感動しました。ありがと

うございました。（小学６年生保護者）

※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。

多くの方にご来校いただきましたこと、また、温かい言葉を賜りましたこと、生徒も教職員も大きな

励みになります。心より感謝申し上げます。

先月に引き続き、文武両面で「嬉しい報告」が
入りました。新型コロナも少し落ち着いた状況も
あり、多くの場面での活躍を楽しみにしています。

嬉しい報告 牛三中生の活躍牛三中生の活躍

秋季新人大会 男子バトミントン部 完全優勝

男子団体
優勝

男子シングルス 優勝
２Ａ Ｎ．Ｉ． くん

男子ダブルス 優勝
2A Ｆ．Ｎ． くん・2C Ｓ．Ｓ． くん

新宿区 平和のポスター展 ［佳作］ ２Ａ Ｍ．Ｒ． さん
２Ｃ Ｎ．Ｓ． さん

晴れあり・雨あり 寒暖差の大きい一週間

［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 月 普通救命講習(2B) ○

2 火 避難訓練／進路面談終(3)／普通救命講習(2A) ○

3 水 文化の日

4 木 ノーチャイムデー ○

5 金 校外学習(1)／地域の方との交流会(3)／漢検 ○

6 土

7 日

8 月 全校朝礼／委員会 ノーチャイムデー ○

9 火 評議会 ○

10 水 職員会議／ PM生徒演奏発表会（吹奏楽部参加） ○

11 木 ○

12 金 ○

13 土 １年授業日・防災教室【１年生授業参観日】 ×

14 日

15 月 全校朝礼 ※ 16:00 PTA運営委員会 ○

16 火 期末考査・１日目（国語・社会・技家） ○

17 水 期末考査・２日目（数学・保体・音楽） ○

18 木 期末考査・３日目（英語・理科・美術） ○

19 金 AM聖火トーチリレーキャラバン／ PM小中連携 ノーチャイムデー ○

20 土

21 日

22 月 全校朝礼／ 16:00地域協働学校運営協議会 ○

23 火 勤労感謝の日

24 水 アスリート講話(3)／職員会議 ○

25 木 進路保護者会(3)【３年生授業参観日】 ノーチャイムデー ○

26 金 伝統文化理解教育[ものづくりマイスター講座](2) 【２年生授業参観日】 ○

27 土

28 日

29 月 全校朝礼 ○

30 火 ○

※上記 11/19(金) 「聖火トーチリレーキャラバン」 について
今回の東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火リレーで使用された
トーチと一緒に記念撮影をするイベントです。

１・２年生は集合写真、３年生は集合・個別の両方の写真を撮影します。

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

員会を中心に計画し、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、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、全員で取り組んでい

きます。ご理解とご協力をお願いいたします。

○いつの間にか、今年も残すところ２カ月となりました。社会状況が落ち着き、

上記の行事予定にあるように、久しぶりに「全校朝礼」を再開します。

これまでできなかったことを慎重に再開し、少しずつ平常の教育活動に戻して

いきたいと思っています。「できること」を積み重ねていきます。

○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）

全校朝礼 再開！


