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今夏の大変な状況がどこかに行ってしまったような、新型コロナウイルス感染症が落ち着いた状況が続

いています。もちろん、このことは嬉しいことであり、学校でも、感染対策を継続しつつ、少しずつです

が「通常の教育活動」に移行しつつあります。

毎年、この学校だより 12月号では、毎年 12月 10日を最終日とする一週間［12/4～ 12/10］を「人権
週間」とし、人権尊重の意識の高揚を図るために、日本全国でいろいろな啓発活動を展開していることと

併せ、巻頭言では『人権』をテーマにしています。

この巻頭言の題字に使わせていただいたのが、令和３年度・人権週間のフレーズです。『人権』という

言葉、私たちが生きていく上で『重要で大切である』という誰もがこの認識をもちながら、日々の生活の

中でなかなか正対する機会が少ない現状…『「誰か」のことじゃない』…この一行が現状を表している感

じがします。

『人権』とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人

間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている権利」であって、だれにとっても大切なもの、

日常の思いやりの心によって守られなければならないものです。（法務省ＨＰ）

東京都教育委員会では、人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくすため、人

権教育を推進しており、その実践的な手引として「人権教育プログラム」を作成しています。

そこで取り上げている人権課題は、右の通りです。しかし、人類の大きな痛み〈戦争〉から生まれた

はずの人権（世界人権宣言）という理念ですが、現在も大

きな課題が残っています。今でも世界には戦地や紛争があ

り、人種差別に関するニュースも目にします。私たちが生

活している日本でも、「いじめや児童虐待」、「インターネ

ットによる人権侵害（他者への誹謗中傷や個人の名誉やプ

ライバシーの侵害など）」などで命を落とすといった痛ま

しいことが後を絶たず、連日、テレビや新聞で取り上げら

れています。そして、現在の〈新型コロナウイルス感染症

に係る人権問題〉も大きな人権課題です。この現状、悲し

むだけで終わりにするわけにはいきません。大人も中学生

も、社会全体みんなで考え、乗り越えてゆくべき大きな課

題です。このことを表現しているのが、『「誰か」のことじ

ゃない』という今年のフレーズだと感じています。

人権について、反アパルトヘイト運動に生涯を捧げた南アフリカ共和国の政治家・弁護士のネルソン・

マンデラ氏（1993年・ノーベル平和賞を受賞）が残した言葉です。

「アパルトヘイト」とは、皆様もご承知の通り、南アフリカ共和国（旧南アフリカ連邦）で進められた人

種隔離政策で、白人と有色人種を「分割」して統治することを意味します。土地の大半を白人が所有し、

都市部に住む黒人の多数が狭い居住区やスラム暮らしを余儀なくされました。アパルトヘイト廃止を訴え

続けたネルソン・マンデラ氏は、1964 年に国家反逆罪で終身刑の判決を受けましたが、約 27 年にわた
る獄中生活を経て、1991 年に撤廃に導きました。自分の一生涯をかけ、人権問題に立ち向かいました。
私たちが生活する日本にも、考え、取り組むべき人権課題がまだまだあります。この１２月、みんなで

人権について－「誰か」のことではなく、自身の問題として－考える機会にしていきましょう。

学校だより ＮＯ．８
令和３年１２月 １日
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http://www.shinjuku.ed.jp/jh-ushigome3

人権を否定することは、その人の人間性そのものを否定することだ

主な人権課題

「女性」「子供」「高齢者」「障害者」

「同和問題」「アイヌの人々」「外国人」

「HIV感染者・ハンセン病患者等」
「犯罪被害者やその家族」

「インターネットによる人権侵害」

「北朝鮮による拉致問題」

「災害に伴う人権問題」

「ハラスメント」

「性同一性障害者」「性的指向」

「路上生活者」 他



１１月５日（金）、１学期に中止となった「女神湖移動教室」の代替え行事として、１年生が校外学習

として、八王子市にある『夕やけ小やけ ふれあいの里』に行ってきました。いろいろな候補地を検討し

ましたが、なかなか普段味わうことのできない「豊かな自然」の中で、班行動を中心に「お互いの絆を深

め、協力することを学ぶ」ことを目的として、この地を選びました。

この校外学習にあたり、１年学級委員会が考えたスローガンは「ハッピース HAPPY＆ PEACE ～自然と

ふれあい 仲を深めよう」でした。このコロナ禍で小学校でも多くの行事が中止となってしまった１年生、

久し振りの校外での活動に、その想いがあふれ出ている、素敵なスローガンです。

当日もこれ以上ない快晴、木々も少しずつ色づき始めており、美味しい空気の中で、「石鹸づくり」や

「自然散策」等、子どもたちは班で伸び伸びと、笑顔で一日を過ごしていました。

１１月２４日（水）、競泳の牧野紘子さん（早稲田大学４年生）にご来校いただき、３年生へご講演を

いだきました。牧野さんは、中学時代に数々の中学校記録を、高校でも女子 200m 個人メドレーで当時

世界ジュニア記録を樹立しました。残念ながら 2016 リオデジャネイロ、今回の東京オリンピックの出場
は果たせませんでしたが、2017 世界選手権日本代表選手に選出されるな
ど、日本を代表するスイマーです。と同時に、学生としての「学び」も

怠ることなく、「文武両道」で頑張っている方です。

しかし、その講話では、頑張っていることだけではなく、挫折や悔し

い想い（場面）等も交え、これまでの経験（学び）を礎とした「考え」

や中学生に伝えたいことをお話しいただきました。進路選択の真ん中に

いる３年生、それぞれがしっかりと受け止めてくれたと感じています。

牧野さんに感謝いたすとともに、今後の活躍を祈っております。

今月も「嬉しい報告」がたくさん

入ってきました。

［優秀賞］ 3B Ｓ．Ｙ． さん ［オープニング演奏］ 吹奏楽部

野菜の肉巻き ～お好み焼き風～ ［平和派遣参加者発表］1B Ｋ．Ｈ． さん

1A Ｔ．Ａ． さん

みんなでワイワイ手巻き野菜

［四谷税務署長賞］ 3B Ｕ．Ｒ． さん

［新宿区長賞］ 3C Ｋ．Ａ． くん

［奨励賞］ 1A Ｍ．Ａ． さん ［四谷納税貯蓄組合連合会 優秀賞］

学習テーマ 「裁判について」 3C Ｓ．Ｙ． さん

3C Ｓ．Ｍ． くん

［努力賞］ 2B Ｆ．Ｄ． くん

新宿区 平和のつどい 参加

頑張っています！ 牛三中生の活躍牛三中生の活躍

新宿区メニューコンクール

新宿区立図書館を使った 調べる学習ｺﾝｸｰﾙ

新宿区こども環境絵画コンテスト

中学生の「税についての作文」

各賞の受賞、おめでとうございます！

１学期・移動教室の代替え行事 １年・校外学習 「秋の自然を満喫」

自分の意志で、自分の力で一歩を踏み出す ３年・アスリート講演

宮尾神社に参拝河原で自然を満喫石鹸づくり



社会状況も落ち着き、地域との教育活動再開！ 牛三中生 地域に学ぶ

例年、１１月は「地域に学ぶ行事」が多く組み込まれている月ですが、昨年は、新型コロナウイルス感

染症惨禍のため、多くの活動が中止となりました。今年は、１０月以降の感染状況が落ち着きを見せ、い

ろいろな教育活動を再開、多くの体験を得た１１月となりました。

１１月５日（金）、地域の１５名の皆様のご協力 １１月１３日（土）、新宿区危機管理課の方にご協

をいただき、交流会を実施しました。 力いただき、１年生への「防災教室」を２時間枠で

テーマを「牛込三中で学んだこと」「将来の夢」 実施しました。前半は、防災に関する知識や心構え

としぼり、大人（社会人）の方とやり取りをしなが をもってもらうために全員で話を聞きました。後半

ら、自分のことを見つめ直し、自分の言葉で表現す は、防災意識の向上を目的とし、防災に関するテー

ることをねらいとしています。「緊張して上手くい マに沿って小グループでディスカッションを行う

かなかった」という感想もありましたが、このこと 「クロスロード」という活動を行いました。どのグ

も含め、生徒にとっ ループも一人一人の意見を基に、活発な話し合いが

て貴重な経験となり 展開され、有意義な

ました。 時間となりました。

お忙しい中、ご支 ご参観いただいた

援をいただいた地域 保護者の皆様、生徒

の皆様、ありがとう の様子はいかがだっ

ございました。 たでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着き、２ １１月２６日（金）、新宿区内に工房を構え、浸

年生では、９月当初に予定していた「職場訪問」を 染（無地染）に長年従事し、「東京都優秀技能者

リメイク、１２月三者面談期間に併せ、『職場訪問 （東京マイスター）」を受賞されている宇佐美隆三氏

インタビュー』を実施します。 にご来校いただき、伝統文化理解教室を開催しまし

その準備として、１学期末に実施したマナー教室 た。２年生がクラスごとに、お話をいただいた後、

の２回目を１１月２６日（金）、１回目同様、DNP ハンカチの絞り染めに挑戦しましたが、完成を想像

大日本印刷株式会社様のご協力を賜り、開催しまし しながら布を絞り、染め上げていくことは容易では

た。今回は、実際の訪問に際し、ポイントに焦点を なく、どんな作品になるのか…取り組んでいる本人

絞り、２年教員のロールプレイを交えながらの実践 にも予想のつかない作業です。完成した唯一無二の

編となりました。今回 自分の作品に、生徒は

の学びを生かし有意義 「驚き」や「喜び」な

な訪問にしましょう。 ど、いろいろな表情を

ＤＮＰの皆様、お忙 見せていました。

しい中、ありがとうご 貴重な体験、ありが

ざいました。 とうございました。

１１月１９日（金）、東京 2020 オリンピック・パラ
リンピックの聖火トーチが本校にやってきました。実

際のトーチを間近で見る機会を得て、生徒も予想以上

に興奮？しているように感じました。生徒の心には

「素敵な思い出」が刻まれたと思います。

自分の考えを表現する

３年・地域の方との交流会

キャリア教育…貴重な経験

２年・マナー教室（２回目）
地域を知り 地域に学ぶ

２年・伝統文化理解教室

「いざという時」をじっくり考える

１年・防災教室

聖火トーチ
フォトスポット

リレー

キャラバン



◆ 12～1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 水 三者面談(始)／職場訪問インタビュー(2)始 ノーチャイムデー ○

2 木 ○

3 金 ○

4 土

5 日

6 月 全校朝礼 ○

7 火 三者面談(終)／職場訪問インタビュー(2)終 ○

8 水 職員会議 ○

9 木 委員会 ノーチャイムデー ○

10 金 避難訓練／評議会 ○

11 土

12 日

13 月 全校朝礼／ AMＳＰＰ(2)／ PM音楽鑑賞教室(2) ノーチャイムデー ○

14 火 ○

15 水 職員会議／ 16:00地域協働運営協議会 ○

16 木 ○

17 金 ○

18 土

19 日

20 月 全校朝礼 ○

21 火 ○

22 水 研修会（校内研究授業） ○

23 木 大掃除 ○

24 金 終業式／生徒会役員交流会 ノーチャイムデー ○

【冬季休業】１２月２５日(土)～１月１０日(月)・成人の日 まで

1/11 火 始業式／大掃除 ノーチャイムデー ×

12 水 区学力調査(1･2)／職員会議 ○

13 木 書き初め展(始) ○

14 金 ○

地域・保護者の皆様へ

○今年も恒例の「落ち葉掃き」が２４日（水）から始まり、そして今日からはいよいよ「師走」。

学校だより「大銀杏」もこの８号が今年の最終号…新型コロナの状況に

一喜一憂しつつ、今年も終わろうとしています。まだまだ、年の瀬には

少し気の早い感じもありますが、この一年、本校の教育活動に賜りまし

たご理解とご支援に心よりお礼を申し上げるとともに、来る令和４年、

皆様にとって良き年になりますことを心より祈念いたします。

保護者・地域の皆様、「よい年をお迎えください。」

○１２月２９日（水）～１月３日（月）までの６日間は、「学校閉鎖期間」となります。

緊急の案件があります時は、新宿区役所（代表）０３－３２０９－１１１１ にご連絡をお願い

いたします。

○３学期始業式 令和４年１月１１日（火） 平常登校（給食なし）

締めくくりの３学期初日、「生徒の元気な顔」に会えることを

楽しみにしています。

○新型コロナウイルス感染症に関し、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）


