
 

 

 

 

 

 

「運動会での連帯感」 

                    小金井市立小金井第一中学校長 山中 栄治 

今年度の運動会スローガンは、「The Best Time ～最高の時間を～」と決まり、

実行委員が各学級に伝えました。昨年は、例年実施している内容での運動会を行うこ

とができず、生徒の活動について、感染防止対策を考えながら競技種目などを変更し

て行いました。今年度もコロナ禍での運動会であるため、昨年度と同様に競技種目と時間を精査して

行います。競技種目は、二人三脚や１００ｍ走などの個人種目と大なわとび、むかで、全員リレーな

どの団体種目と参加希望による部活動対抗リレーとなりました。 

５月９日（月）から運動会に向けての活動が始まっています。生徒たちの手で作り上げる運動会を

目標に、運動会実行委員会が中心となって全校練習や学年練習などを運営します。３年生はリーダー

シップを発揮し、下級生の手本として積極的に取り組んでほしいと思います。 

教育活動を進めるに当たっては、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた活動が求められていま

す。団体種目の全員リレーは、「走順」「バトンパス」、大なわでは、「回し手の決定」「全員揃っ

ての飛び方の確認」、大・中むかでは、「姿勢の確認」「スタートと競技中での掛け声」「足紐の結

び合わせ方」など、共通する目標に向かって話し合い、練習する姿を見ることができます。運動会当

日まで、話し合い・実行・失敗（検証）・修正を繰り返しながら練習を続けることで、上達や成功に

たどり着くことができると考えています。運動会は、競技だけでなく、学級旗やスローガンの作成、

係活動にも大切な役割があり、同じプロセスが生まれます。運動会は身体を動かすことが中心の学校

行事ですが、足の速い生徒ばかりが目立つのではなく、練習での声掛けや学級での話し合いなど、全

員が協力し、持っている力を様々な場面で発揮して運動会を成功させてほしいと思います。運動会を

通して学ぶことはたくさんあり、この学びのプロセスが今後の教育活動の中で必ず生きると考えま

す。 

このコロナ禍の中で、生徒一人一人の持つ力をどのように伸ばしていくのか考え、運動会のねらい

を以下のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍の中、保護者の皆様のみ参観で開催します。一致団結して取り組む姿に大きな拍手をいた

だければ幸いです。ご理解とご支援をよろしくお願いします。 

学校だより 

 

第２号 令和４年５月２５日 

小金井市立小金井第一中学校 

小金井市桜町２－３－１５ 

TEL  042-383-1161 

FAX  042-382-0401 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.koganei.ed.jp/~kogan1js/ 

【学習指導要領】 

学校行事 （３）健康安全・体育的行事 

   心身の健全な発達や健康の保持増進、事件や事故、災害から身を守る安全な行動や規律ある

集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上に資するよう

にすること。 

【運動会のねらい】 

(1) 学級・学年のみならず、学年を越えた集団づくりの場として、生徒自ら主体的に行動しお互い

に協力する態度を養う。 

(2) 健康・安全に留意し、日頃より培った体育学習や日常の活動の成果を発揮する。 

(3) 開かれた学校を目指し、学校に対する保護者や地域社会の理解と協力を求める機会とする。 

笑顔あふれる学校を目指して 



 

 

 

Ｉ 組   濱浦 愛 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  先日の保護者会にて、「この学年は、入学式後、すぐに休校となり、これまで行事という行事を行うことができ 

なく、とても残念な思いをさせている」という話をしました。今年は、２年ぶり、いや、中学校生活最初で最後、 

彼らにとって最高の運動会が実施されます。本校の運動会におけるメインイベントは、なんと言っても「大むかで」。 

クラス全員の足をロープで結び、足並みを揃え、かけ声を揃え、呼吸を揃えて校庭を１周します。この競技は、合 

唱と同じく、クラス全員、各自のベクトルを揃えることがとても大切です。これまで、この学年はいろいろな制約 

により、満足のいく行事を行うことができませんでした。今こそ、たまりに溜まったエネルギーを放出させます。 

約２週間、けがの無い、安全な練習を行い、８年ぶり、本校史上２度目の全クラス無転倒完走を目指します！ご家 

庭でも、健康管理のご協力をお願いいたします。 

 

 

 
春の校外学習、中間考査、そして運動会に向けての交流学習と、忙しく新年度を過ごしています。 

 今年度は一年生３名、二年生４名、三年生８名の、１５名で学級がスタートしました。慌ただしい毎日の中で、自

分のことでいっぱいになりがちですが、２・３年生が１年生に声をかけ、先輩としてリードする姿も見ることができ

ています。1 年生も、初めてのことばかりでとまどいながらも、学習や学校生活によく取り組んでいます。今年もま

だまだコロナウィルスの影響はありますが、できるだけ大きな集団の中で様々な体験を積むために、「在籍生徒全員

で一つの学級」であることを常に意識して集団生活を送るとともに、通常学級の学年所属の意識も大切にして、でき

るだけ集団の中での有意義な学習ができるように考えていきます。教科の授業や自立活動、学校行事、そして日常の

学校生活を通して、自分にできること、苦手なことそれぞれについて学び、挑戦しながら成長してほしいと思ってい

ます。今年度もよろしくお願いいたします。 

３学年 齋藤 与志朗 

２年学年主任の塩出です。保護者会でもお話させていただきましたが、初めての学年主任ということで緊張

の毎日を送っております。しかし、私が学年主任として頑張ろうと思えたのは、やはり応援してくださる生徒

や保護者の皆様のおかげです。様々なことに一生懸命取り組む生徒の姿を見て、自分も挑戦しなければと思い

ました。 

改めて 2 年生とはどんな学年だろうと考えてみます。 

まずは行事が多いということでしょうか。2 年生は運動会やふじがね祭など通常のものだけでなく、移動教

室や職場体験など、人生において大切なことを学べる機会がたくさんあります。先日も 5 月 12 日（木）に合

唱鑑賞教室がありました。武蔵野市民文化会館へ電車での移動でしたが、マナーを守って実施し、プロの凄さ

を目の当たりにすることができました。 

そして次に大事なのは、先輩になったということですね。部活動や委員会活動では後輩である 1 年生が入

学してきています。先輩として堂々と振舞わなければなりません。後期には委員長も部長も 2 年生が務める

ことになりますので、学校の中心的存在になっていきます。 

このように非常に重要な学年となる 2 年生。お家の方では反抗期が本格化する時期でもあるかとは思いま

すが、ご家庭との連携を大切に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

２学年 塩出 孝弘 

まだ 1 ヶ月しか経っていないのか…！そう思うほどに密度の高い時間を過ごしてきました。1 ヶ月での生徒

の順応性の高さに驚かされます。１年生が入学してから「けじめ・やる気・思いやり」という学年目標のもと、

慣れない中学校生活に奮闘してきました。教室での様子を見ていると、通常の学校生活には随分馴染んできた

ようです。生徒たちの新たな生活に対する「やる気」と、学校生活を共に過ごす仲間への「思いやり」を感じな

がら、生徒とともに楽しく、忙しく過ごしています。5 月は初めての定期考査に挑みました。また、来る６月の

運動会に向けた練習も始まりました。生徒たちとともに大きな山場を迎えます。きっとその先に、一回りも二

回りも大きく成長した生徒の姿が見られることでしょう。 

今後も御家庭と連携し、生徒たちの成長を見守っていければと存じます。引き続き、学校での教育活動への

御理解、御協力をお願いいたします。 

 

 

１学年 天本 晋平 



４月から５名の新入生を迎え、史上最多人数の１０人でＧ組がスタートしました。にぎやかな笑い声がいつも

Ｇ組の教室に響いています。 

 昨年度も思うような活動や行事ができず戸惑いや不安がありました。今年度は少しずつ改善されるものもあり

そうですが、制限のある状況はまだまだ続いていくことでしょう。しかし、そんな状況でもＧ組の生徒たちは明

るく素直にできることを積み重ねてきました。そうした経験が２・３年生の自信になっていることは保護者の皆

様はもちろん、我々教職員も感じ取ることができます。Ｇ組はこの明るさを武器に今年も戦っていきます。１年

生はそんな先輩たちの姿を見ながら一緒に成長していってほしいです。 

 学級目標ではそれぞれが意見を出し合い、「十人十色 一生懸命！あきらめず！努力し続けるクラス！」とい

う目標を掲げました。この目標に向かってクラス全員が協力し、少しずつ、確実に前進していくことを願ってい

ます。今年度もＧ組をよろしくお願いします。 

 

Ｇ 組   山下 周一 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度から、小金井第一中学校に勤務している教職員の紹介です。 

まだまだ慣れないところもあるかもしれませんが、教職員一同精一杯、 

小金井第一中学校の生徒を支えていきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

佐藤 淳一郎（副校長） 
今年度から副校長としてまいりました佐藤淳一郎です。

小金井一中の第一印象はなんと活気のある学校なのだろう

ということ。中学生という時期は人生において一番変化の

大きい時期です。成長にはチャレンジが必要です。チャレ

ンジには失敗がつきものです。だから、失敗してもなんと

かなる勢いとおおらかさと絆が大切です。一中にはそれが

そろっていると感じています。そして私自身もチャレンジ

です。よろしくお願いします。 

村島 了介（数学 1年Ａ組担任） 

１年 A 組担任の村島了介です。教科は数学を担当し

ています。新たな土地で不安もありましたが、笑顔あふ

れる素敵な生徒たちと出会うことができ、楽しく実りの

多い日々を過ごしています。まだまだ不慣れなところも

あると思いますが、よろしくお願いします。 

萩原 壮介（理科 1年Ｄ組担任） 

１年 D 組担任の萩原壮介です。理科を担当しています。

自然豊かで広い校舎に感動を覚えつつ、虫の存在に怯えな

がらの一か月でした。まだ慣れないことばかりですが、生

徒とともに成長し、苦手も克服していけたらと思います。

よろしくお願いいたします。 

佐藤 明子（国語 １年副担任） 

 豊島区立明豊中学校より異動してきました国語科の

佐藤明子です。ジブリ作品「耳をすませば」のモデル

になった学校だということでとても楽しみにして来ま

した。生徒さんたちも素直で明るくて、毎日笑顔に囲

まれ幸せな時間を過ごしています。分かりやすい授業

を心掛けることを重視し頑張りたいと思います。 

福田 理（美術 ２年Ａ組担任） 

2 年 A 組担任、美術科の福田です。最初は新しい学校と

いうことで緊張していましたが、生徒達がみんな笑顔で接

してくれたおかげですぐに慣れて、毎日楽しくすごしてい

ます。ぜひ美術の楽しさ、やりがいを伝えたいと思ってい

ます。よろしくお願いいたします。 

宮内 瞭（英語 ２年Ｃ組担任） 

今年度より異動してきました、英語科、２年 C 組担任

の宮内瞭と申します。異動してもう 1 ヶ月経ちました

が、生徒の皆さんが明るくて元気なので、毎日楽しんで

働かせて頂いています。夢はポケモンと一緒に暮らすこ

とです！これからよろしくお願い致します。 

関  徹（数学 ３年Ｂ組担任） 

数学科、3 年 B 組担任の関 徹です。緊張だらけの 1 ヶ

月でしたが皆さんの温かさに安心し、少しずつ自分らしさ

を出すことが出来そうです。話すことも運動も学校も大好

きです。みんなと一緒に成長できる 1 年にしたいです。よ

ろしくお願い致します。 

田中 妙（保健体育 ３年副担任） 
 3 学年副担任、保健体育科の田中妙です。皆さんの、

明るく優しくそしてやる時にはしっかりスイッチを入

れて真面目に取り組む姿に、とても素敵だなと感動した

1 ヶ月でした。人と関わることが好きなので、一緒に楽

しみながら成長していきたいです。よろしくお願いいた

します。 

葛岡 明子（英語 ３年副担任） 
緑中から異動してきました、英語科の葛岡明子です。２

０年前に小金井市に異動してきた最初の学校がこの一中で

した。自然豊かな校庭やちょっぴり古い校舎、皆さんの制

服姿が昔を思いださせてくれました。皆さんと楽しく英語

の授業ができるように頑張ります。 

松本 拓真（Ｇ組） 
今年度より異動してきました保健体育科、G 組担任の

松本拓真と申します。新しい土地、新しい学校と全てが

新しい環境の中で生活していると日々発見の連続です。

今年度はどんな発見があり、どんな人と出会うのか楽し

みです。どうぞよろしくお願いします。 



望月 富子（数学 講師） 

こんにちは！先日授業をしていたら、開いた窓からウグ

イスのきれいな声がきこえてきました。小金井一中は、自

然にも恵まれたとてもいい学校だなぁと感じます。 

一中のみなさんとは、ぜひ「考える楽しさ」を共有したい

と思っています。一緒にがんばりましょう！ 

椎名美恵子（スクールカウンセラー） 

東京都のスクールカウンセラーとして着任しました。

音楽が大好きで、中学生の時は吹奏楽部に入っていまし

た。皆さんが楽しい中学生生活を送るためのお手伝いを

します。何かあったら気軽に相談しに来てください。ど

うぞよろしくお願い致します。 

服部 朋子（図書館補助） 

図書館補助員（司書）の服部です。３月までは東小学校

にいました。図書のことや調べ学習のことなど、皆さんの

知りたいことのお手伝いができるのを楽しみにしていま

す。火・木曜は図書室にいます。ぜひとも気軽に図書室に来

てください。お待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

テニス部 

中体連８、10 ブロック大会 

男子シングルス  

 第５位→都大会出場 

    ﾍﾞｽﾄ 16→都大会出場 

男子ダブルス 

    準優勝→関東出場決定戦 

 第３位→都大会ベスト 16 

女子シングルス 

 第５位→都大会出場 

 ﾍﾞｽﾄ 16→都大会出場 

女子ダブルス 

 第３位→都大会出場 

 第３位→都大会出場 

 

全国選抜ジュニア 

12 歳以下男子シングルス  

第５位 

 

ソフトテニス部 

第 10 ブロック春季大会（個人戦）ベスト 16 

   

男子バレーボール部 

令和 4 年度多摩大会 

1 日目 

  対 東村山五 17-25 17-25 ● 

対 明星   25-16      ○ 

2 日目  

対 法政   25-16 25-17 ○  

対 みなみ野 11-25 26-24 14-25 ● 

合唱鑑賞教室 ５月１２日（木） 

I組校外学習 inお台場 ４月２２日（金） 

マスクの着用について 

 小金井市立小・中学校では、マスクを正しく着用することを新型コロナウイルス感染予防の基本行動の一つとし

ています。しかしながら、アレルギーや肌の敏感さなど心身の状態等の理由によりマスクを着用できない児童・生

徒もいます。事情によりマスクを着用することができないお子様がいることをご理解いただき、マスク未着用の児

童・生徒が差別や偏見を受け、悲しい思いをすることがないようご家庭でもお話いただければ幸いです。 

 なお、お子様が心身の状態等によりマスクの着用が困難な場合は、過ごし方について一緒に考えてまいりたいと思

いますので、学校までご相談いただきますようお願いいたします。 

4/22(金)にお台場へ校外学習に行きました。

日本科学未来館ではロボット展でさまざまな体

験をし、「そなエリア」での防災学習ではタブレッ

トを使ったクイズ形式の体験に取り組みました。 

 

 

５月１２日に３年ぶりとなる合唱鑑賞教室が開催さ

れ、二期会の方々が奏でる素敵な演奏を２年生、I 組、

G 組で聴いてきました♪ 普段なかなか耳にすること

のないプロのオペラ歌手の歌声は、私たち小金井一中が

座る一番後ろの座席まではっきりと届き、迫力があり、

心揺さぶられました。この経験をふじがね祭でも発揮し

てほしいと思います。合唱曲からオペラの曲まで、さま

ざまな演奏がされていたので、ぜひお子様からお話を聞

いてみてください！ 

 


