
  

 

 

 

コロナ禍にあっても最善を尽くした３年生 
                                         副校長 阿部 隆次 

 三月も半ばを過ぎて、暖かい日が増えてきました。街では色とりどりの花が咲き、生徒たちが植えた花壇の

花も、競うように咲き誇っています。樹齢50年を超える校庭のソメイヨシノたちも、卒業式にときを合わせ

るかのように美しい花を咲かせ始めました。毎年、桜の開花を目にすると、美しさに心を奪われるのと同時に、

感傷的な気分になるものです。それは、日本では桜が特別な花であり、そして春が出会いと別れの季節である

からかもしれません。桜三月、今年も３年生たちが七中を卒業していきます。 

新型コロナに翻弄されたこの三年間。３年生の入学時は、急に対面での入学式がなくなり、放送による式を

行いました。現在、感染状況が改善したとはいえ、残念なことに今年度の卒業式においても、歌唱や内容につ

いて、感染対策の視点から配慮が必要となり、以前のような七中伝統のスタイルに戻るまでには至っていませ

ん。しかし、より子どもたちの活躍の場が増え、生徒が輝く形には戻りつつあることは間違いありません。特

に卒業生と教職員は原則マスクをしない、ということになったのも大きな前進と捉えられます。コロナ禍終息

の日も、もう手の届くところまでやってきました。 

このようにようやく終わりの見えたコロナ禍を振り返ると、その前と後では社会の見え方が大きく変わった

ように思います。世界的なパンデミック、わが国においても新型コロナウイルス感染症に関連する死者数は数

万に及び、他国に比べて少ないとはいえ甚大な被害がありました。またこの影響で第 2 回東京オリンピック

が一年間の延期の末に無観客開催となり、生徒たちのために準備をしていた観戦計画が中止となってしまいま

した。一方、社会には批判的な意見が目立つようになり、悲観論が多く報道されるになりました。そうした情

報に触れるたびに、批判が不安のはけ口となっているのではないかと思うこともありました。 

しかしそんなコロナ禍にあっても、七中では感染対策をしながらの行事の中で、生徒たちが多くの活躍を見

せてくれました。マスクで覆われた生徒の口からは、希望や将来に向けた大きな夢が語られ、消毒したその指

先でペンを持ち、タブレットを自在に操って、自分たちのビジョンを描ききってくれました。そんな時にふと

思い出したのは、かつて小学校で教員をしていた頃、図書室の片隅においてにあった一冊の本のことです。そ

の本は「戦争と子どもたち」といって、太平洋戦争下にあっても子どもたちが生き生きと暮らす様子が紹介さ

れた写真集でした。粗末な服ながらも健気に学校で勉強をする様子、友達と元気に遊ぶ姿など、例え不幸な時

代ではあっても、楽しく営まれてきた子どもたちの生活の様子は、コロナ禍における学校教育とも通じるもの

が多くありました。将来、マスクだらけの自分たちの写真を見返したとき、生徒たちは何を思うのでしょうか。 

いつの時代においても私たちにとって最も大切なことは、良くも悪くも起こった現象に対して、最善を尽く

すことに他なりません。それは七中の 3 年生たちが、この三年間で体現してくれたことそのものです。制約

がある中でも学校行事を成功させ、学業に励み、友情をはぐくむ。この尊さはおそらく、保護者の皆様も含め

た当事者でなければわからないはずです。そんな3年生の皆さんのご卒業を、お心よりお祝いいたします。 

最後になりましたが、この一年間、保護者の皆様、地域の皆様には本校の教育活動にご理解とご協力を賜り

ましたことを深く感謝申し上げます。今後とも変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。 
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                             第１学年 学年主任  出頭 久美子 

 先日、卒業式の予行練習がありました。そのときにふと昨年の入学式を思い出しました。4月７日、一人

ひとりが中学校生活への期待を胸に抱き、入学しました。小学生らしいあどけなさが残る表情で、新鮮な日々

を懸命に送る姿が思い出されました。初めての宿泊学習では、山梨県の山中湖と河口湖へ行きました。新しい

クラスになって日も浅い中、この経験は友達のことを知るよいきっかけとなりました。2日目に行った「ほう

とう体験」は、班で協力して野菜を切り、順番にほうとうをこねて伸ばしました。みんなで協力し、おいしい

ほうとうができあがりました。6 月の体育大会は、初めての全校行事でした。ソーラン節では 3 年生がリー

ダーとなり、赤組青組それぞれのソーラン節を練習しました。真剣な表情で 3 年生の話を聞き、みんな全力

で声を出し、全身で踊りきりました。10月の合唱コンクールは、府中の森芸術劇場のウィーンホールにて開

催されました。合唱練習では、それぞれのパート内やクラス全体で意見を活発に交換しながら、練習を重ねて

きました。一人ひとりがよい合唱を作ろうという気持ちで練習に臨み、本番では今までの練習の成果を十分に

発揮することができました。3月には学年レクを行いました。今のクラスの仲間との楽しい思い出作りと、進

級に向けて新しい仲間を作るきっかけ作りを目標に学年で交流を図りました。みんなで話し合って決めた「借

り物借り人競争」と「４色鬼」は大成功でした。楽しい時間はあっという間に過ぎたけれど、学年の仲をしっ

かりと深められました。この学年は「力を合わせる」ことが身近に感じられる学年だと思います。仲間と声を

掛け合い、仲間を応援し、とてもあたたかい学年に成長しています。みんなで素敵な2年生になりましょう。 

 

                              第２学年 学年主任  髙野 次郎 

この一年間を振り返ると、「2 年生たちの良い面がたくさん発見できたな」というのが正直な感想です。例

えば、2学期に行った職場訪問。普段、業務で忙しいところに加えてコロナ禍という中、自分たちのために時

間を割いてくださっている企業の方に対して「どのような振る舞いをしたのか」ということが、学年主任とし

て私が最も気がかりな点でした。職場訪問が終わり、受け入れてくださった企業の皆様にお礼の連絡をしてい

ると、「丁寧な言葉遣いをし、真剣に話を聞いていた。」という声ばかりが聞かれました。またそれ以外の学習

や行事の場面でも、大人や周囲の人たちに対する気遣いがよくできる集団に成長してくれたと思います。そし

てもう一点。掃除をきちんとできるということに関しては、どの学年にも負けていません。掃除の場に大人が

ついていようといまいと、するべきことをやり遂げようという気持ちをもてるということは、学校で学ぶ者と

して必要不可欠な資質だと思います。一方、最大の課題は積極性です。例えば授業のはじめと終わりに行って

いる「あいさつ」はきちんとできていますが、普段、廊下で会った先生たち、保護者の方、学校に用事があっ

てきている業者の方への「あいさつ」はまだまだ不十分だと感じます。また授業の中や後に質問をする生徒が

少ないことも気になる点です。4月からはいよいよ最高学年として七中を背負って立つ立場になります。言う

なれば学校の代表になるわけですから、もっと積極的に学習活動や行事に取り組む姿勢が欲しいところです。

3学期になって学習マラソンのスコアが伸び、確実に家庭学習の習慣が身に付いてきたことを数字の上で確認

することができたことは、とても大きな成長でした。進学を控えたこの時期としては非常によい傾向です。一

人ひとりが本当に気持ちのいい２年生たちですので、4月からは必ずや頼もしいリーダーになってくれること

と期待しています。進級、おめでとう！ 

積極性あふれるリーダーに 

この一年をふりかえって 



                               

第３学年 学年主任 宮下 直毅 

３年生の皆さんが登校するのも、残すところあと１日、卒業式当日のみとなりました。思い返すと、やはり

あっという間に感じる日々でした。この学年は、学年の教員構成が毎年のように変わり、不安を感じさせるこ

ともあったのではないでしょうか。私自身、授業では１年生の頃にも一部の生徒と関わらせてもらっていまし

たが、学年教員として関われたのは２年間でした。しかし、その２年間で本当に濃密な時間を共に過ごさせて

もらえたので、３年間担任をした過去の学年の子たちと比べても何も変わらないくらいに、様々な思い出が思

い起こされます。楽しいことや嬉しいこと、苦しいことや辛いことなど、様々な思いに正面から向き合いなが

ら、子どもたちは成長を遂げてきました。まだ幼さの残っていた１年生の頃と比べても、本当に立派な姿に成

長したと思います。また、受験という大きな壁に立ち向かったこの一年間の経験は、本当に多くのことを学ば

せてくれた、貴重な財産となったことでしょう。 

 私が好きな言葉に「夢は逃げない。逃げるのはいつも自分。」というものがあります。成長の過程で、様々

な夢（あるいは目標、と言っても良いかもしれません。）を抱くことがあると思います。その夢が必ず叶うか

どうかはもちろんわかりませんが、夢そのものが勝手に遠ざかっていくことはありません。夢を掴み取るべく

努力するのも自分自身、努力をせずに諦めて手放してしまうのも自分自身です。ぜひ、挑戦することを恐れな

い人でいてください。私たち教職員は、夢に向かって突き進む皆さんを、心から応援します。最後に、これま

での３年間、様々な面でご理解、ご協力をくださいました保護者の皆さまには、大変感謝しております。素直

で優しい３年生の生徒たちと過ごした日々は、私たちにとっても宝物となりました。本当にありがとうござい

ました。 

               

 

３月 1２日に、今年度最後の生徒会朝礼がありました。そして同時

に、3 年生にとっては最後の朝礼ということになります。そんな生徒

会朝礼ですが、この中では整美委員会の楽しいプレゼンやたくさんの

表彰があり、とても盛沢山の内容でした。その中でも特に七中の特徴をよく表していたのが、各学年の学級代

表委員による「感謝のプレゼント」でした。はじめに生徒会役員と１、２年生の学級代表委員を中心に作成し

た、3 年生の学校への貢献に対する感謝のメッセージをちりばめた「卒業おめでとうカード」を 3 年生に手

渡した後、3年生からも１、2年生から以前にもらった受験の応援メッセージへの「ありがとうカード」が手

渡されたのでした。先輩、後輩の分け隔てなく、生徒同士がとても仲のよい七中らしい光景だったと思います。

各階の廊下には、この時の「ありがとうカード」が掲示されていて、通りかかる生徒たちが見入っている場面

をよく目にします。これからもお互いに感謝し合える、素敵な七中の伝統を守り続けていって欲しいものです。 

 

                                 

３月４日に武蔵台春の風物詩でもある梅見の会とふれあいスポーツ

が3年ぶりに開催されました。午前中は七中の武道場を会場に、ふれ

あいスポーツが開催され、七小と武蔵台小からやってきた小学生を相

素晴らしい日々を、ありがとうございました 

感謝の交換会 

卓球部＆茶道部が地域行事で大・活・躍！ 



手に、楽しい卓球教室をおこないました。頼もしい中学生たちの活

躍に、青少対の役員さんたちも感心することしきりでした。特に小

さい子には、後ろからラケットを持って打ち方を教えてあげ、ラリ

ーの楽しさを教えてあげる姿に中学生としての存在感を十分に発

揮してくれたように思います。また午後には武蔵台文化センター内

の設けられた茶席にて、茶道部の生徒達が日頃の練習の成果を発揮すべく、お点前を披露しました。コロナ禍

前は運びがメインだったそうですが、今年度はお茶を立てるところから、運ぶところまでのすべてを担い、お

客さんたちにおいしいお茶と楽しい時間を提供したのでした。コロナ禍が終われば、七中生たちが地域行事の

中で活躍する幅はますます広がります。3年ぶりのイベントでの活躍で、今後の地域行事の中でも更に多くの

場が生まれそうですね。七中生の活躍にどうぞご期待ください！ 

 

                              

３月１０日に 3 年生を対象とした府中囃子特別講座が開催され

ました。こちらは例年、七中の3年生が受講していた講座ですが、

コロナ禍により 3 年間のブランクがありました。この府中囃子、

伝統ある府中にふさわしく保存会は市内の各所にありますが、もちろん今回来てくださったのは、武蔵台支部

の皆さんです。講師の中には七中の卒業生もいて、地域色の濃い講座となりました。はじめに府中囃子の起こ

りから、楽器の種類、踊りの種類まで詳しく説明してくださった後に、いよいよお囃子の開始です。威勢のい

い音楽に合わせてコミカルに踊るひょっとことおかめ。そして最後

には 3 年生も一緒になって踊らせていただきました。武蔵台地区に

住むものとして、地域に伝わる伝統芸能に親しむのはとても意義の

あることです。今年はいよいよくらやみ祭りが復活するそうです。

またそこでも府中囃子を目撃することでしょう。府中の伝統、そし

て武蔵台の伝統を、これからも大切にしていきたいですね。 

                    

                                  

３月１６日にキャリア教育の一環として、2年生が「高校授業体

験」を行いました。七中としての新しい企画で、4つの都立高校の

先生方を講師にお招きし、各校で行っている特色ある教育活動、そ

してそれぞれの高校の特色について体験させていただいたり、教えていただいたりするというものです。今年

度は七中からも比較的近くにあります都立農業高校、都立第五商業高校、都立小金井工業高校、そして都立若

葉総合高校の 4 校から先生たちにお越しいただきました。生徒た

ちは4校のうち2校を選び、まさに「自分が選んだ学校」で体験

授業をしました。上級学校の先生たちということで、はじめは 2

年生たちも緊張した表情でしたが、とても詳しく、そして親切に指

導にあたってくださる先生たちだったこともあり、普段以上に意欲

2年生が高校授業体験を行いました 

3年生「府中囃子特別講座」 

」 



的に活動に取り組む事ができたようです。4 月からはいよいよ受験生になる 2 年生。志望校を具体的に選ぶ

段階となる前に、それぞれの高校の特色にふれ、自分の進路についてのイメージがより明確になったように思

います。3 年生への進級を目前に控え、刺激が多く、そしてとても有意義な 2 時間となりました。ご協力を

いただきました高等学校の皆様、ありがとうございました。 

 

 

3月1４日に、3年生を対象とした特別授業を実施しました。2

学期末から3学期初頭にかけて行った、総合的な学習の時間のラ

イフスキル教育、そしてこれから将来に向けてのキャリア教育の集

大成ともいうべき内容で、卒業後の自分はどのように生きていくべ

きかについて、自分の経験をもとにした熱いメッセージと歌で、卒業を目前に控えた3年生たちに働きかけ

ます。校長先生の軽妙なトークとスライドショー、そして渾身の６曲もの歌唱を織り交ぜたこの特別授業。校

長先生のソプラノがアリーナ全体に響き渡る中で生徒たちが自分と向き合う、正に七中でしか絶対にありえな

い学びの時間となりました。校長先生はこの日のために声のコンデ

ィションを整え、多くのレッスンを受けながら準備を進めてきまし

た。また伴奏をした久光先生も、全ては七中の代表として頑張って

きてくれた3年生たちのために！3年生たちも70分間のステー

ジを楽しみつつ、将来に向けたビジョンをまた一層明確なものにし

てくれたようです。 

                                

   

３月９日の放課後、生徒会主催による意見交流会が開催されまし

た。昨年度に続いて、2度目の開催でしたが、有志で参加した3

年生が、1、2年生に受験で体験したこと、準備をしておくべきこ

とについて、小集団に分かれての意見交流を行いました。もちろん

主役になるのは3年生です。話を聞く側、質問する側の１、２年生も、話す側の3年生も、時間を追うごと

に熱を帯び、非常に活発な意見交換をしていました。受験を終えた直後であるこの時期だからこそ、そして次

に受験を迎える立場である生徒たちだからこそ、自分のこととして捉え、自分の経験をしっかりと伝えること

ができたようです。参加した生徒たちからは「後輩に少しでも役立てれば嬉しい。来年の春が楽しみです。」

という頼もしい3年生の声や、「受験は不安で怖いと思っていまし

たが、意外に身近で、やるべきことをまずやってみることが大切だ

と思いました。」、「行きたい高校についてまずは調べてみようと思

います。」という前向きな声が、１、2年生たちからも聞かれまし

た。普段、接することの少ない生徒同士が、率直に意見を交換し合

う貴重な機会になったようです。 

熱唱＆トーク 校長先生の特別授業 

意見交流会が開催されました！ 



                                  

３月９日に府中市消防署から現役の消防官の方、そして防災救急

協会の方を講師としてお招きして、救急救命講習会を開催しました。

はじめにビデオ資料を見ながら、けがや病気で困っている人への対

処方法について学んだあと、アリーナに移動して演習に移ります。

近年では街のあちらこちらで見かけることが増えたAEDの使い方や心肺蘇生法等、万が一のときに、人の命

を救うために必要な技術を習得しました。生徒たちの熱心な訓練の様子に、消防士さんたちも感心した様子で

ありました。受講後は一人ひとりに氏名の記された高校卒業までの 3 年間有効の認定証が発行されました。

こうした技術が役に立たないに越したことはありませんが、万が一の場合、災害時等にも活躍が期待される地

域の一員として、また一つ、大切な力を身につけることができたようです。 

 

   

府中市教育委員会の方針により、今まで活用してきました一斉メールが廃止となり、学校からご家庭へ行う

一斉の連絡は、スマート連絡帳に一本化されます。様々な事態に備えて、全員の保護者の方にご加入をお願い

しているところです。まだ設定をされておられない方は、今年度中にご登録をお願いいたします。なお3年

生の保護者の方にご登録をいただいておりますデータは、年度末に一斉に消去されます。どうぞご安心くださ

い。 

 

   

春季休業中に事故や急病等がありましたら、必ず学校までご連絡をおねがいいたします。なお、平日は職員

が学校におりますので、お問い合わせやご連絡は学校までお願いいたします。また土曜日、日曜日等の閉庁日

や、夜間、早朝といった学校への連絡がつかない時間帯は、下記の学校携帯電話までご連絡ください。 

学校→ ０４２－３２２－０５５７ 緊急時連絡先→ ０７０－６６５３－９３１７ 

           

 

 

一斉メールは廃止となり、スマート連絡帳での連絡に一本化されます 

Gatu 22niti  

春季休業期間中のお問い合わせについて 

月 日 曜日 主な予定 月 日 曜日 主な予定

１日 土 １１日 火 対面式　給食開始　学力調査（1年生）

２日 日 １２日 水 身体測定　全校4時間授業

３日 月 １３日 木 腎臓検診（尿検査）

４日 火 １４日 金 簡易清掃　避難訓練　腎臓検診（尿検査・追加日）

５日 水 春季休業日終 １５日 土
学校公開日　セーフティ教室　全学年３時間授業
保護者会（全学年１１：１０～）

６日 木 始業式　1２時頃下校 １６日 日

７日 金 第56回入学式　保護者会（1学年） １７日 月 全校朝礼　内科検診（1学年）

８日 土 １８日 火 全国学力学習状況調査（3学年）

９日 日 １９日 水 清掃なし　全校５時間授業

１０日 月 安全指導日　教科書配布（1学年） ２０日 木 清掃なし　心臓検診（1学年）　専門委員会（15時45分）

4月 ４月

恒例！3年生の救命救急講習 


