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●合唱コンクール ●ＳＤＧｓ Ｄａｙ               

●ニュース・リテラシー講演会 ●2CDEチロル学園合宿 

●夏休みの生活について   ●保健室より   

●図書室より                       ●部活動試合結果/予定        

 

ＨＩＧＡＳＨＩ 

   ＣＯＭＰＡＳＳ 

1学期を終えて 

  

校長 菊地 知恵子 

 
 この1学期は諸活動を、ほぼ予定通りに行う

ことができました。「3年ぶりの」がつく、ス

ポーツデー（球技大会）、清里での校外学習、

そして合唱コンクール。特に合唱コンクール

は、全生徒にとって初の経験であり、音楽の授

業での指導によるものではなくクラスでの取り

組みですので、生徒の力でどれくらいできるだ

ろうかとの若干の心配はありました。しかし結

果は、3年前の合唱コンクールと変わらず、心

をひとつにした歌声が響きました。1年生は入

学して3か月、自分たちで練習をする経験を積

み、2年生は3年生を追って完成度をあげ、そし

て3年生は堂々の貫禄で勝利を手にしました。

最初で最後の合唱コンクール、最上級生として

残していくもの。3年生の合唱は、声量、ハー

モニーともに圧倒的な迫力、そして聞く誰もが

心をゆさぶられたと感じたに違いありません。

すべての合唱にコロナ禍に屈しない、生徒たち

の心の力を感じました。また、この行事をやり

きった文化推進委員会の生徒たちは日々準備を

重ね、全校生徒の心の中に、素晴らしい経験を

残してくれました。 

 ご来場の保護者の皆様には、学年ごとの短い

時間しかご覧いただくことができませんでした

が、動画配信で他学年の合唱もご覧になれたで

しょうか。コンクールゆえに順番はつきます

が、生徒たちにとって最高の一日でした。 

 

〇 ニュース・リテラシー教育 

 今年度の教育の重点のひとつにニュース・リ

テラシー教育があります。2年生の生命科の単

元で扱い、また各学年の教科でもニュースから

考える授業をしています。学期末には、ニュー

ス・リテラシー教育についての講演会を実施し

ました。ニュース・リテラシー教育とは、

「ニュース」を見極めることから、物事の本質

に迫る目を持つためのものです。自分で考える

こと、違う意見を取り入れること、話し合うこ

と、そして社会をつくっていくこと。長い目で

見て、人として大切な資質につながります。先

に2年生で行ったアンケートでは、ニュースは

テレビで見ることが多く、家族とも話す、そし

て自分が使える通信機器が身近にあり、SNSの

情報は怪しいと思っても確かめることはない、

そんな様子が窺えました。別のアンケートでは

ニュースについて家族で話す子どもは、発信源

を確かめることが増えるとのことでした。 

  

〇 夏休みの生活 

 明日からは夏休みになります。生徒にとって

は自分の裁量に任される時間が増えることにな

ります。先月のコンパスにも書きましたが、自

分に任された時間の意識と管理、これが、15歳

までの成長過程の、おとな意識とこども意識の

境目にあります。回りの大人が強制的な手段を

とれば自分で解決する力はつかず、自分で自分

を管理する以外に、成長の道はありません。し

かし一方、自分の裁量に任される時には、大人

が与えようと意図せずとも、自分で成長の芽を

出すときがあります。中学生時期は、本人が

「これをやる」あるいは「これはやらない」と

いう約束をして、徐々にステップアップしてい

くのが適切な時期です。ありふれた言葉です

が、見守ること、必要な時に手助けをするこ

と、そのタイミングの見定めが大人の役割にな

るのでしょう。 

 また夏休みには家庭で過ごす時間も多くなり

ます。家族の一員として家事の分担は、中学生

ですから当然すべきです。家事は一人前に生き

ていく基本であり、普段は親の負担になってい

ること、親のやっている家事には「休み」がな

いことに、どれだけの子どもが気がついている

でしょう。親がやってあげるばかりでなく、子

どもの成長の肝は、そこにあるのでは。 

 この1学期も、保護者の皆様にはご協力をい

ただき、ありがとうございました。どうぞ健康

に気をつけ、元気でお過ごしください。 
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7月16日、第37回合唱コンクールが中学校体育館で行われました。

各クラスの文化推進委員が中心となり曲選びから練習まで計画的に

進め、コンクールを成功に導きました。各学年、レベルの高い合唱が目

立ちましたが、その中でも3年生はそれぞれに表現を工夫して独自の

合唱を作り上げていました。 

優  勝 ３年A組 (混三)   

準優勝   ３年B組  (混三)  

特別賞 ３年CDE組   (同三)  

指揮者賞  阿部 晄子 さん   

伴奏者賞  須原 茉優  さん 

準優勝 ３年B組  

特別賞  ３年CDE組  

優勝 ３年A組  

  ”自由曲” 審査員評の概要 

1A 
1年生ながら、大人っぽさを感じる歌声。伸ばすところで

音程が下がらないようにしたい。最後まで気持ちのこもっ

た丁寧な演奏だった。 

1B 

難曲ながら、よくまとまっていた。強弱がよく研究されて

いたのを感じた。言葉１つ１つに愛をもって、考えて声に

のせられるととても良くなる。 

1CDE 

1年生とは思えない声量で、言葉がはっきりと聞こえてき

た。姿勢もとてもよかった。音程、特に最後のハミングを

しっかりきめたい。気持ちが前面に出ている演奏だった。 

2A 
とても丁寧な美しい演奏で、鳥肌が立った。繰り返しの２

回目を抑え、最後を生かしたのがとても効果的だった。低

音がもう少し聴こえると合唱に厚みが出てくる。 

2B 

全体的に優しい雰囲気が曲調に合っており、ハーモニーの

バランスに気を付けて歌えていた。ピアノをよく聴いてリ

ズムを合わせたい。また、細かい休符をしっかり感じて歌

えると良い。 

2CDE 
発音がよく、言葉がはっきり伝わってくる。サビに向けて

声量をコントロールしていた。姿勢もよく、みんなの声が

一つになった演奏。音程はもう少し正確に歌えると良い。 

3A 

歌いだしから圧巻。曲の構成の研究をよくしていてフレー

ズのつなぎ方も丁寧。特にテノールパートの声が素晴らし

い。全体的に美しく響いており、さすが３年生という演

奏。 

3B 
完成度の高い合唱。声もハーモニーも美しい。声量があり

ユニゾンになるところはとても迫力がある。歌いだしがと

てもかっこよく、気合が伝わってくる演奏。 

3CDE 
姿勢、気持ちの強さが素晴らしい。特に歌いだしから集中

し、丁寧に歌えていた。発音もハーモニーもよく、歌詞が

よく伝わってくる気持ちのこもった素敵な演奏。 
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 7月6日～8日にかけて中学校生活初めて、南アルプス市にあるチロル学

園合宿を行ってきました。３日間天候に恵まれ、予定していた農業従事

研修を行うことができています。初日はチロル学園周辺の清掃活動及び

雑草取りに励み、２日目は午前中に現地ＮＰＯ所有の「桃園」で遮光袋

を取る作業及びマルチシート張りと剥がしの作業を担い、午後は野菜畑

の雑草取り、パクチーの種取りとその周辺の整備を行いました。いずれも長時間にわたる作業でした

が、生徒たちは集中を保ち、「仕事」としての責任感を持ちながら従事できた様子でした。自分たち

の仕事ぶりが評価され、また感謝されたことは非常に重要で貴重な経験となったことと思います。桃

園の方のご厚意で、桃のもぎ取りも行い、自宅にお土産を持ち帰る経験もでき、大きな糧となった合

宿でした。 

 

 

 

 7月19日に、全校生徒が参加して１学期の「SDGs Day」が実施されました。この企画は、SDGsプロ

ジェクトに所属する生徒たちが、SDGsについての基礎知識や身近にできる活動について紹介をし、東中

生にSDGsについて関心や自ら行動する意識を持ってもらうというものです。今回は、１．SDGsクイズ 

２．MSC認証マークについて ３．Society5.0について の３部構成で行いました。参加型のクイズ

は、初級・中級・上級の３段階で出題し、SDGsについてよく知らない人も詳しく知っている人も関心が

持てるものでした。MSC認証マークは、身近にある商品の例を提示したことで、今後の買い物の際に商

品を見る目が変わってくることでしょう。Society5.0についてでは、SDGsの17の目標が目指す2030年よ

りもさらに先の2040年、2050年を視野に入れた「超スマート社会」の到来に向けて、今できることは何

かを問いかけられていました。 

 当日「読売SDGs新聞」と「SDGs探究ブック」を配布しました。これを参考にして夏休みには行動に移

してみることを期待します。 

 

 

 

 

 「SDGs Day」と同日、1～3年ＡＢ組が参加して、今年度の重点となっている「ニュース・リテラ

シー」に関する講演会が開催されました。講師として、読売新聞教育ネットワークアドバイザーの田中

孝宏先生をお招きし、「ニュース・リテラシー～ニュースをよみとく力～」と題して講演をいただきま

した。「ニュース」と「情報」の違いについての問いかけから始まり、具体的な事例をもとにわかりや

すくその違いについて説明いただきました。また、メディアから出ているものがニュースであり、その

ニュースがどのようにして出来上がるのか。取材から得た情報の確かさなどを短時間で確認する作業が

あることなどが理解でき、「ニュース」と「情報」の違いが明確になりました。また、メディアがどの

ような意図でニュースを発信しているかを判断するスキルとして、①言葉をよく見る、②画像をよく見

る、③数字をよく見る、の３つのポイントがあることもわかりました。最後に、私たちに求められるこ

とは、自分自身の意見を持つこと。そして、それを友達や周りの人に話すこと。互いの意見を言い合う

ことこそが民主主義である、というお話で講演会は締めくくられました。その後の質疑応答では生徒か

ら積極的な質問が上がり、関心の高さが伺えました。ニュースを見る際の視点が大きく変わる良い学び

の機会となりました。 
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 夏期講習期間中、9：00～14：50に図書室を開室します。長期休みは、新しい本に出会う絶好のチャンスです。今

年は348冊の新しい本が入る予定です。先日配布したパンフレット「新潮社 中学生に読んでほしい30冊」から気に

なる本を選んでみたり、シリーズものの長編小説にチャレンジするのもよいと思います。 

  ○開室日   

 7／27（水）～7／28（木）、 8／1（月）～8／2（火）、8／4（木）～8／5（金）、 

   8／8（月）～8／9（火）、8／22（月）～8／23（火）、8／25（木）～8／26（金） 

 例年にはない６月下旬の急な暑さにより、朝の８時から30度を超える日が続きました。本来ならば、徐々に暑さ

に慣れていく「暑熱順化」により汗をかきやすい身体になると外気温に対応できるようになります。汗をかきやす

くなると発汗により体温調節がしやすくなり、皮膚の血管が拡張し身体の表面から熱が逃げやすくなり、また汗に

含まれる塩分濃度が低下し体外への塩分流出が減る為、脱水になりにくくなり熱中症予防にもつながります。運動

をする際にまだ暑さに慣れていない、体力に自信がないなどがあれば、涼しい時間帯にウォーキング、サイクリン

グなどをするのもよいでしょう。但し、運動前・後・途中の水分補給は必須です。これからが暑さの本番です。言

うまでもありませんが、規則正しい生活・睡眠・食事は大前提です。特に夜更かし・朝食抜きは厳禁です。夏休み

だからと言って、だらけることなく生活を整えてほしいと思います。 

 ４月に行った健康診断で所見があり、まだ受診をされていない場合は、夏休みを利用して受診をお勧めします。 

 ― 夏休みの生活について ―  

 感染状況を考慮し、引き続きご家庭においても生徒の不要な外出は控えるようにし、外部との接触には十分な注

意を払ってください。また、気分転換を上手に取り入れることも大切です。一方でこの休み中に生活のペースが大

きく崩れないように、まずは生徒自身が生活の自己管理をできるよう、ご家庭においてもご指導をお願いします。 

先日、ＡＢ組の生徒を対象に外部講師による防犯教室を行いました。最近の犯罪傾向から夏休み期間に特に注意

を払う必要がある事例としてＳＮＳでのトラブルが挙げられました。ＳＮＳ上で知り合った他人に画像や個人情報を

教えてしまい、脅迫やつきまといに発展することもあり、中学生が被害にあうケースも少なくありません。家庭に

おいては、フィルタリングや、インターネットの利用時間を制限するなど、ルールをつくることが、トラブルの予

防においてとても重要になります。 

ＳＮＳに関しては、ＡＢ組だけでなく、ＣＤＥ組の生徒も含め、スマートフォンなど携帯電話を生徒個人のものとし

て所持することは学校として好ましいと考えておりません。特にクラスや部活内でのＬＩＮＥグループ作成は、本校

では禁止しています。必要があってやむを得ず携帯電話等を所持させているご家庭においては、使用に関するルー

ルの確認を重ねてお願いいたします。ご家庭でのＩＣＴ機器の利用については、教育方針説明会資料P.10で学校の考

え方を示していますので、この機会にご確認ください。 

休み中の過ごし方については上記の内容をふまえて、あらためてご家庭で話し合う機会をもっていただき、生徒

自身が有意義な生活を送るための心がけをもてるよう助言してください。 



ＨＩＧＡＳＨＩ ＣＯＭＰＡＳＳ         Page 5 

７月の部活動試合結果と７月後半、８月の試合予定 

陸上競技部  

●第61回東京都中学校総合体育大会 兼第75回東京都陸上競技選 

   手権大会 兼関東、全国大会選考会  （7/9、10 江戸川競技場）  

   3年石井さん  共通走幅跳  5m10   2位入賞(関東大会進出) 

   3年ヘラスくん   共通走高跳  1m79   3位入賞(関東大会候補) 

   1年押木さん   １年走幅跳  4m74   2位入賞(関東大会候補) 

   3年渡邉くん   共通走幅跳   5m65    予選まで 

   1年平井さん   １年100m   13秒63   準決勝まで 

   1年藤村くん   １年走幅跳   4m63     予選まで 

卓球部  

●第10ブロック夏季卓球大会  （7/2、3 立川四、小金井一）  

   3年渡辺さん   5位(ベスト8)  都大会進出 

   2年長谷川くん  3回戦まで 

   2年大石くん   2回戦まで    

●第10ブロック夏季卓球大会 （7/9、10小金井一、立川四）  

   女子団体A   3回戦まで  代表決定戦10位(多摩大会出場権獲得) 

  

 

～７月後半、８月の試合予定～ 

陸上競技部 

 7/23.24   第68回全日本通信陸上東京都大会 （駒沢陸上競技場） 

 8/8～10  第50回関東中学校陸上競技選手権大会（神奈川県平塚市） 

 8/24～26 第65回東京都私学陸上競技選手権大会（駒沢陸上競技場） 

 8/28     第53回U16全国大会東京都代表選考会(駒沢陸上競技場) 

卓球部 

 7/23.28   東京都夏季卓球大会（23日江戸川、28日冨士森体育館） 

 7/29   夏季多摩地区大会女子団体（羽村スポーツセンター） 

 8/17～19 第69回東京都私学卓球選手権大会（東京体育館） 

野球部 

 7/23.24   小金井市軟式野球大会（上水公園) 

体操競技部 

 7/24～26 第61回東京都中学校総合体育大会兼関東大会選考会 

                                   （第二南砂中） 

 8/4～6   第53回 関東中学校体操競技選手権大会（くまがやドーム 

                                                 体育館） 

ダンス部 

 7/21   第74回東京都中学校創作ダンスコンクール（なかのZERO大ホール） 

 7/22   第52回東京都ダンス選手権大会（駒沢公園オリンピック体育館） 

サッカー部 

 8/20.21.23 小金井市招待大会 （小平三、学大中） 

テニス部 

 8/27.28   第8ブロック新人テニス選手権兼東京都中学校新人テニ 

        ス選手権大会予選個人戦(各会場) 


