
令和３年 10月 11日 第６号 

古都の地で思うこと                  校長 鵜飼康成 

 １０月３日（日）から５日（火）まで、３年生が修学旅行に行きました。実施にあたり、保護

者の皆様にご理解をいただき深く感謝いたします。京都・奈良は、歴史ある建造物が多くあった

り、特有の風情があったりすることから、いつか機会があれば訪れてほしい場所です。 

今回、２つのことをお伝えします。その一つは、２日目の夜にお寺のご住職から、生徒・教職

員に向けお話を頂きました。その中で、「自分を大切にすること」「物事の見方ひとつで考え方、

行動が変わる」などについて学びました。さらに、以下「日常の五心（ごしん）」のお話があり

ました。 

 

 

 

 

 コロナ禍の中、平常な生活を送ることに制限のある日が続いています。どうしても閉塞感が

強くなり、人や物事に対して厳しい見方をしてしまいがちになることもあります。京都では

1,000年、奈良では 1,300年の歴史の中で、戦渦や疫病などにより、世の中が不安定になった時

期もあります。その度に人々の不安が募り、それをなくすために知恵を絞り、工夫をしながら鎮

めてきました。現代においてもそれは変わらず、人々の不撓不屈の精神と、昔では考えられな 

かった最新の技術などで困難を乗り越えてきました。今回、３年生と三日間を共に過ごした中で

頼もしさを感じる場面がいくつかありました。将来、社会に貢献できる大人になり、人々のため

に行動できるようなってほしいと思います。そのためには、「日常の五心」を常に心がけ、一日

一日を大切に過ごすことです。ご家庭でも、意識しながら過ごしてみてはいかかでしょうか。 

 二つ目は、そのお寺の夜の日本庭園で、二人の奏者による琴の二重奏を聞きました。車や電

車の音などまったく聞こえない静かな空間と、照明による幻想的な景色の中、琴の音が響き渡り

ました。これは、テレビなどの映像では、感じられない空気感というか、表しようのない時間が

流れました。便利な現代社会の中、その場で体験することの大切さをあらためて感じました。後

期もスタートし、さらに充実した教育活動を進められるよう、教職員一同頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 教 育 目 標 － 

 ・自ら学び目標をもって努力しよう 

 ・互いに尊重し助け合おう 

 ・困難に耐え心と体を鍛えよう 

足立六中 

学校だより 

１ 「はい」という素直な心     ２ 「すみません」という反省の心 

３ 「私がします」という奉仕の心  ４ 「おかげさま」という謙虚な心 

５ 「ありがとう」という感謝の心 

 

 

  
 

   

 

 



部活動 大会などの結果 

〔足立区中学校新人大会〕 

・男子ソフトテニス部  個人戦 団体戦 出場 

・女子ソフトテニス部  個人戦 準優勝 〔都大会出場〕 

                第５位  

            団体戦 第３位  

                     

・野球部        １回戦 １１－４（勝） ２回戦 ６－１３（負） 

〔東京都中学校学年別水泳競技大会〕 

・１年女子  50ｍ自由形 第１位  

・１年男子 100ｍ背泳ぎ 第８位  

〔足立区読書感想文コンクール〕 佳作 ２名 

社会人の話を聴く会 

 ９月１７日（金）に１年生を対象に、経済同友会の紹介により、各企業にてご活躍されている 

田中 剛 様・高橋 秀行 様・掃部 孝行 様 をお招きし、「働くこと」についてご講演を

いただきました。当日は、新型コロナウイルス感染症予防対策として、残念ではありましたが、

学級ごとでオンライン配信にて実施をいたしました。働くことの意義、大切なこと、知識や教養、 

人との関わりなど企業のリーダーとして活 

躍されている方の話は、生徒たちにとり、 

有意義になりました。そして、今から取り 

組めることを常に考え、行動することの大 

切さを学びました。講演後は、花飾りの枠 

がある手紙に、お礼と一人一人が具体的な 

行動が書かれた手紙を講師に送りました。 

生徒会役員選挙 

 ９月２７日（月）に、第７４期生徒会役員任期の終了による生徒会役員選挙が行われました。 

９月中は、新型コロナウイルス感染症予防対策として、臨時休校や午前授業になるなど、選挙

活動を通常どおり行うことが難しく、給食の時間に各教室ある大型モニターに立候補者の顔を

映しながら、選挙公約を話すなど工夫をしながら進めました。それぞれ候補者の選挙公約には、

六中をよりよい学校にし、みんなに楽しく充実した生活を送ってほしいというものや、誰かの役

に立ちたい、自分自身が成長したいなど強い決意が感じられました。選挙当日は、全校生徒が体

育館に集まれないので、オンライン配信で行われました。撮影する教室では、演説の順番待ちを

している立候補者、応援者たちの表情に緊張感が漂っていました。各教室では、モニターをみて

いる全校生徒にその真剣さが伝わり、投票も責任を持って行うことができたようです。 

           

第７５期生徒会役員 

会長（２年生）１名 

  副会長（２年生）１名（１年生）１名 

  役員（２年生）２名（１年生）２名 

 

  

  



オンライン学習への備え 

 ７、８月中は、未だ終息の気配がみられない新型コロナウイルス感染症の影響により、感染者

が大幅に増加しました。第５波は若年層の感染も懸念され、９月からの授業を平常どおりに実施

することが厳しい状況となりました。足立区の方針により、オンライン学習の準備を進めること

になり、本校も慌ただしく準備を進めてまいりました。まずは、教員が機器の操作などを理解し

なくてはならず、研修会を開催しました。その後、一人一台配備されたタブレット端末を貸し出 

                       すための準備や、生徒に向けて操作説明を 

実施しました。使い方はもちろんですが、学 

習への活用方法、活用する上でのルールなど 

を学習しました。今後は、学校内外で生徒が 

タブレット端末をどのように使うことで学 

習効果が上がるのか、試行錯誤しながら進め 

ていくことが求められています。まずは９月 

より、その土台作りをしておりますので、ご 

理解ご協力をお願いいたします。 

 

  足立区学力定着に関する総合調査 

４月１３日（火）に実施しました「足立区学力定着に関する総合調査」の結果がまとまりまし

た。この調査は「学習定着度調査」と「学習や生活についての意識調査」になります。詳しくは、

足立区ホームページに掲載されています。 

◎目標値：本調査において、前年度の基礎的な内容が定着していれば正答できると期待される値 

◎通過率：目標値以上の正答があった児童・生徒の割合〔目標値以上の児童・生徒数÷受検者数×100％〕 

◎平均正答率：本調査を受検した児童・生徒の正答率（出題数中何問正解したかの割合〔正答数÷出題数×100％〕）の平均値 

◎意識調査では、肯定的な回答の割合（％） 

 この分析結果から、本校では学力向上

への主な取り組みを学校全体、または各

教科で進めていきます。また、家庭学習

の取り組みを具体的に行うなど、学習習

慣の定着を図っていきます。読書の推進

を図書担当者を中心に進めていきます。 

 学校全体 １年 ２年 ３年 

国語 数学 英語 国語 数学 英語 国語 数学 英語 国語 数学 英語 

目標値（Ｒ３）    62.9 58.3 77.5 60.8 48.0 59.2 68.4 48.2 52.6 

通過率（Ｒ３） 64.6 70.3 58.9 64.1 67.4 63.0 79.2 74.0 53.2 50.6 70.1 59.7 

目標値（Ｒ１）    56.3 51.1 69.1 51.2 48.1 53.2 59.1 48.1 47.3 

通過率（Ｒ１） 65.1 69.7 60.1 59.0 66.3 66.3 71.2 57.6 53.0 66.3 82.0 59.6 

平均正答率（Ｒ３） 68.8 61.6 65.3 64.3 66.4 80.8 74.2 59.0 61.3 68.6 58.2 57.7 

平均正答率（Ｒ１） 62.7 57.6 57.4 61.3 55.0 71.4 59.7 54.1 54.8 66.0 62.7 51.3 

質問内容 校内平均 区平均 

勉強が好きだ 39.1 38.7 

学校の授業は分かる 67.3 68.1 

宿題がないときでも家で勉強をする 59.0 64.1 

１か月に本を２冊以上読む 33.5 39.3 

大人になったときの夢や目標をもっている 65.6 72.2 

 

 

 
 



 

１１月の予定 

 （翌月の予定を毎回お知らせしております。） 

日 曜日 予  定 

1 月 朝礼  連合音楽会 → 中止 

 2 火 文化祭（展示の部）→ 延期 

 3 水 文化の日 

 4 木 三者面談始（３年） 連合演劇発表会  英語チャレンジ講座（１年） 

 5 金 連合演劇発表会 

 6 土  

 7 日  

 8 月 朝礼 

 9 火 連合駅伝大会 → 中止 

10 水 区小中研の日 安全指導 三者面談終（３年） 

11 木  

12 金 連合展覧会始 

13 土 土曜授業  道徳授業地区公開講座 

14 日  

15 月 後期中間考査１日目〔英・数・保体〕（３年）（１，２年平常授業） 

16 火    〃  ２日目〔国・技家・美〕（３年）〔国・数・英・美〕（１，２年） 

17 水 〃  ３日目〔理・社・音〕（全学年）  

18 木 連合展覧会終  英語チャレンジ講座（１年） 

19 金 魚沼自然教室始（２年生）  避難訓練  到達度テスト（１，３年） 

20 土 〃   終  数学検定 

21 日  

22 月 振替休業日（２年生） 

23 火 勤労感謝の日 

24 水 薬物乱用防止教室  職員会議 

25 木 専門委員会 

26 金 鋸南宿泊学習始（ I 組 ）  到達度テスト（２年） 

27 土    〃  終 

28 日  

29 月 生徒会朝礼  中央委員会  振替休業日（ I 組 ） 

30 火 演劇鑑賞教室 

 

 

 


