
 

 

                     

               
                           

 

 冬休みはご家族で過ごす時間も多く、お子様の

ご家族で共に過ごす時間を増やしていただき、

す。一緒に過ごす時間の中で、お子様が

ることができる」という『精神的な自立』に向けて、今どの段階かを認識して

いただきたいと思います。また、その際に、正しく判断しているか、豊かな心

を持つことができているかどうかも

実感し、その成長を認めてあげてほしいと思います。

 この１年間の本校の教育活動に対するご理解とご協力に感謝申し上げるとと

もに、来年も変わらずご支援いただけま

お子様をはじめ、皆様が健康で新年をお迎えできることを祈念いたします。

 

 

 11月27日（金）、2年生が鎌倉校外学習を実施しました。夏休み明けか

ら班ごとに事前学習を行った内容を

めてきました。同時に班長会や学級委員会で班行動のルールづくりに取り組

んできました。 

 当日の朝は北千住駅に班ごとに集合し、往復切符と携帯電話を受け取って

出発です。鎌倉駅か北鎌倉駅でチェックを受けた後は、鶴岡八幡宮または高

徳院（大仏）のチェックポイントのうち、どちらか１ケ所で先生方のチェッ

クとともに写真をとります。地図と時計を見ながら、自分たちの力で神社、

寺院、美術館など4か所以上を見学するという規則に則って行動しました。

 ほとんどの生徒が自分たちで決めたルールを守り、きちんと行動できまし

た。また前日に降った大雨の影響で源氏山がぬかるみになってしまったこと

にも臨機応変に対応できました。さらに行きの電車に乗り合わせた男性から

は「とても礼儀正しく、きちんとした行動をしていました。」というお褒め

のお電話を校長先生にいただくといううれしいサプライズもありました。来

年の修学旅行に向けて、できたこと、改善すべきことを整理し

行動を目指しましょう。 

 

 

 11月6日（金）ギャラクシティで行われた連合演劇発表会に本校

部長」を発表し、団体好演賞をいただきました。さらに

個人好演賞をいただきました。 

 

 

 11月10日（火）ギャラクシティで行われた連合音楽会に吹奏楽部と区中研音楽部が主催して行ってい

る合唱教室に参加している生徒を中心とした生徒たちが

部が、「パイレーツ・オブ・カリビアンメドレー」「

「夢を抱いて」です。 

 

 

 

                              

                      

                       

冬休みはご家族で過ごす時間も多く、お子様のこの１年間の成長を実感できる時でもあります。ぜひ、

時間を増やしていただき、お子様とお話しできる機会を持っていただきたいと思いま

お子様が、「自分で考え」「自分で決めて」「自分で行動し」「責任を取

ることができる」という『精神的な自立』に向けて、今どの段階かを認識して

また、その際に、正しく判断しているか、豊かな心

を持つことができているかどうかも大切な観点です。そして、お子様の成長を

実感し、その成長を認めてあげてほしいと思います。 

この１年間の本校の教育活動に対するご理解とご協力に感謝申し上げるとと

もに、来年も変わらずご支援いただけますことをお願い申し上げます。また、

お子様をはじめ、皆様が健康で新年をお迎えできることを祈念いたします。 

年生が鎌倉校外学習を実施しました。夏休み明けか

った内容を壁新聞にまとめ、当日の見学コースを決

めてきました。同時に班長会や学級委員会で班行動のルールづくりに取り組

当日の朝は北千住駅に班ごとに集合し、往復切符と携帯電話を受け取って

出発です。鎌倉駅か北鎌倉駅でチェックを受けた後は、鶴岡八幡宮または高

徳院（大仏）のチェックポイントのうち、どちらか１ケ所で先生方のチェッ

クとともに写真をとります。地図と時計を見ながら、自分たちの力で神社、 

か所以上を見学するという規則に則って行動しました。 

ほとんどの生徒が自分たちで決めたルールを守り、きちんと行動できまし

た。また前日に降った大雨の影響で源氏山がぬかるみになってしまったこと

さらに行きの電車に乗り合わせた男性から

は「とても礼儀正しく、きちんとした行動をしていました。」というお褒め

のお電話を校長先生にいただくといううれしいサプライズもありました。来

できたこと、改善すべきことを整理して、より良い

日（金）ギャラクシティで行われた連合演劇発表会に本校 演劇・文芸部が参加し、劇「

部長」を発表し、団体好演賞をいただきました。さらに3年生の吉井愛果さん、

日（火）ギャラクシティで行われた連合音楽会に吹奏楽部と区中研音楽部が主催して行ってい

る合唱教室に参加している生徒を中心とした生徒たちが合同合唱で参加しました。発表した曲目は吹奏楽

部が、「パイレーツ・オブ・カリビアンメドレー」「With Heart & Voice」、合同合唱が「春風の中で」

この１年間の成長を実感できる時でもあります。ぜひ、

お子様とお話しできる機会を持っていただきたいと思いま

決めて」「自分で行動し」「責任を取

演劇・文芸部が参加し、劇「七人の

年生の吉井愛果さん、2年生の平沼百桃さんが

日（火）ギャラクシティで行われた連合音楽会に吹奏楽部と区中研音楽部が主催して行ってい

参加しました。発表した曲目は吹奏楽

」、合同合唱が「春風の中で」



 

 

   

 11月9日（月）舎人陸上競技場で行われた連合駅伝競走大会に男女駅伝の部、男女ロードレースの部に

参加しました。男子駅伝は８位入賞、女子駅伝は惜しくも９位と僅差で入賞を逃しましたが、１年生が５

名中４名のため、来年が期待できます。またロードレースの部では1年生の樋口綾香さんが見事第1位に

輝きました。 

 また第７回東京駅伝足立区選抜チームに2年生の堀江純平くんと大山桐子さんが選出されました。すで

に2月7日（日）の大会に向けて練習に励んでいます。 

  

 

 国税庁と全国納税貯蓄組合連合会との共催事業である中学生の「税についての作文」コンクールにおい

て、次の生徒が西新井納税貯蓄組合連合会から表彰されました。 

東京納税貯蓄組合総連合会会長賞 2年 星野悠月 西新井税務署長賞 2年 垣花あかり 

足立区長賞 2年 寺田裕一 西新井納税貯蓄組合連合会会長賞 2年 山川奈緒 

西新井納税貯蓄組合連合会 優秀賞 3年 瀬田ゆうな 西新井納税貯蓄組合連合会優良賞 3年 稗田宴冰 

 

 「地球にやさしいひとのまちポスターコンクール」において、次の生徒の入賞・入選が決まりました。 

温暖化対策の部 

金賞 3年 黒田 仁 銀賞 3年 髙井叶子 入選 3年 佐々木剛 入選 3年 阪本優衣 

入選 3年 髙橋信瑛 入選 3年 前野勁斗 入選 3年 鈴木海音 入選 3年 前田  翼 

入選 3年 有坂汐織    

 

 

美化部門 

金賞 3年 前田愛美 銀賞 3年 荒川弥咲 銀賞 3年 榎 琴絵 銅賞 3年 瀬田ゆうな 

銅賞 1年 三村祐兵 入選 3年 下地遥南 入選 3年 中村遥夏 入選 3年 川上幸花 

入選 3年 小柗奈央 入選 3年 坂田遥香 入選 3年 土屋乃彩 入選 3年 元山望実 

入選 3年 西島花音  

 

携帯電話・スマートフォンの使い方についてぜひご一緒にお考えください。 

皆様ご存じのように、ここ数年未成年者の携帯電話やスマートフォンの健全ではない使用により、犯罪

に巻き込まれたり、いじめの温床になったり、規則正しい生活が阻害されたりと、多くの問題が指摘されてい

ます。本校でも正しくない使用により、生徒を指導する場面がありました。皆様のご家庭では、お子様の携

帯電話やスマートフォンの使用にどのようなルールを決めていますか。以下の文書をお読みいただき、年末

の話題にしていただければ幸いです。 

クリスマスの日に米国マサチューセッツ州のあるブロガーお母さん（Janell Burley Hofmanさん）が１３歳の息

子にスマートフォンをクリスマスプレゼントとしてあげました。そのスマートフォンの箱には彼女が作った 「使用

契約書」 も入っていました。現代の様々なIT問題（プライバシー、ネット中毒、ポルノ、いじめ、対人関係等）

が私たちの子供達を襲うなか、どうすれば子供にITの健康的な使い方を学ばせることが出来るかを真剣に

考えた末、ブロガーお母さんが以下のような使用契約書を１３歳の息子グレゴリーさんに渡すことを決めまし

た。 

裏面に続く 

 

http://www.janellburleyhofmann.com/


 

 

グレゴリーへ、 
メリークリスマス！あなたは今日からこのスマートフォンの所有権を持つことができます。

やったね！責任感のあるお利口な１３歳なので、このプレゼントはあなたに相応しい。しかし、

このプレゼントと受理すると同時にルールや規則が付いてきます。以下の使用契約をゆっくり

読んでください。私の親としての仕事も分かって欲しい。あなたを健康で豊かな人間性を持っ

た、現代のテクノロジーうまく活用していける大人に育てなければならないといことを。以下

の規則を守ることができなかった場合、あなたのスマートフォン所有権も無くなります。 
あなたが大好きでたまりません。あなたと何百万個ものメッセージ交換をするのが楽しみで

す。 

スマートフォン使用契約書 
1 これは私の携帯です。私が買いました。月々の支払いも私がします。あなたに貸している
ものです。私ってやさしいでしょ？ 
 

2. パスワードはかならず私に報告すること。 
 
3.  これは「電話」です、鳴ったら必ず出ること。礼儀正しく「こんにちは」と言いなさい。
発信者が「ママ」か「パパ」だったら必ず出ること。絶対に。 

 
4.  学校がある日は 7:30pmに携帯を私に返却します。週末は 9:00pmに返却します。携帯は次
の朝の 7:30am まで電源オフになります。友達の親が直接出る固定電話に電話出来ないよう
な相手ならその人には電話も SMS もしないこと。自分の直感を信じて、他の家族も尊重し
なさい。 

 
5.  スマートフォンはあなたと一緒に学校には行けません。SMSをする子とは直接お話しなさ
い。人生のスキルです。注：半日登校、修学旅行や学校外活動は各自検討します。 

 
6.  万が一トイレや床に落としたり、無くしたり、破損させた場合はこの修理費用は自己負担
です。家の芝生を刈ったり、ベビーシッターをしたり、お小遣いでカバーしてください。こ

ういうことは起こります、準備していてください。 
 
7.  このテクノロジーを使って嘘をついたり、人を馬鹿にしたりしないこと。人を傷つけるよ
うな会話に参加しないこと。人のためになることを第一に考え、喧嘩に参加しないこと。 

 
8. 人に面と向かって言えないようなことをこの携帯を使って SMSやメールでしないこと。 
 
9. 友達の親の前で言えないようなことを SMSやメールでしないこと。自己規制してください。 
 
10. ポルノ禁止。私とシェアできるような情報をウェブで検索してください。質問などがあれ
ば誰かに聞きなさい。なるべく私かお父さんに聞いてね。 

 
11. 公共の場では消すなり、サイレントモードにすること。特にレストラン、映画館や他の人
間と話す時はそうしてください。あなたは失礼なことをしない子です、スマートフォンがそれ

を変えてはいけません。 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 他の人にあなたの大事な所の写真を送ったり、貰ったりしては行けません。笑わないで。
あなたの高知能でもそういうことがしたくなる時期がやってきます。とてもリスキーなこと

だし、あなたの青春時代・大学時代・社会人時代を壊してしまう可能性だってあるのよ。よ

くない考えです。インターネットはあなたより巨大で強いのよ。これほどの規模のものを消

すのは難しいし、風評を消すのも尚更難しい。 
 
 
13. 写真やビデオを膨大に撮らないこと。すべてを収録する必要はありません。人生経験を肌
身で体験してください。すべてはあなたの記憶に収録されます。 

 
14. ときどき家に携帯を置いて出かけてください。そしてその選択に自信を持ってください。
携帯は生きものじゃないし、あなたの一部でもありません。携帯なしで生活することを覚え

てください。流行に流されない、FOMO(自分だけが取り残されていると思ってしまう不安感)
を気にしない器の男になってください。 

 
15. 新しい音楽、クラシック音楽、あるいは全員が聞いている音楽とは違う音楽をダウンロー
ドしてください。あなたの世代は史上もっとも音楽にアクセスできる世代なのよ。この特別

な時代を活用してください。あなたの視野を広げてください。 
 
16. ときどきワードゲームやパズルや知能ゲームで遊んでください。 
 
17. 上を向いて歩いてください。あなたの周りの世界を良く見てください。窓から外を覗いて
ください。鳥の鳴き声を聞いてください。知らない人と会話をもってみてください。グーグ

ル検索なしで考えてみてください 
 
18. あなたは失敗する。そのときはこの携帯をあなたから奪います。その失敗について私と話
し合います。また一からスタートします。あなたと私はいつも何かを学んでいる。私はあな

たのチームメイトです。一緒に答えを出して行きましょう。 
 
 
この条件を合意してくれることを願っているよ。ここにリストしてあるほとんどの条件は人生

をうまく生きるための条件にも当てはまるものだから。あなたは常に激変していく世の中で成

長しています。とてもエキサイティングで気を引く体験だと思う。できるだけシンプルに物事

を考えて行ってください。どんな機械やガジェットよりも自分のパワフルな考え方と大きな心

を信じてください。あなたが大好きなのよ。あなたの素晴らしいスマートフォンを楽しんでね。 
母より。 
翻訳 打村明 
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