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竹の節のように成長の節目に
～新年を迎えるにあたっての心構え～
学校長 加藤 裕之
明けましておめでとうございます。
年が変わる。なぜか神妙な気持ちになります。年末のテレビ番組では、
よくカウントダウンがあります。大勢の声で、「５、４、３、２、１…
…新年明けましておめでとう！！」というくだりです。実際は何も変わ
っていないのに、何か新しいことがはじまる予感を覚えます。皆さんは
どうでしたか？
年末年始は、去る年を振り返り、来る年の抱負を考える。自分の成長
にとって、大切な時だと思います。新年を一つの区切りとして新たなス
タートを切ることは、人を成長させるための、古くからの「人間の知恵」
なのかもしれません。新年だけではなく、人生にはいくつか節目があっ
て、そこでどうするかがとても大切なことです。
「節」と言えば、先日の始業式に竹を持参して、生徒の皆さんに見せ
ながら、こんな話をしました。竹には節があり、その節があることで、強くしなやかに上に伸びていけます。年
の瀬と新年は竹の節のような役目を持つものだと思います。皆さんも、しっかりとした節をつくり、すくすくと
伸びていくため、昨年をふり返り、新年の抱負を考え、新しい自分に挑戦してみてください。
私は、新年の抱負として、次のことを考えました。
「一、旭中のために頑張る。 一、自分のまわりの人を大切にする。 一、どうしようもないことをいつまでも
考えない。」です。
さて、学校の「年度」や「学年」は、これとは少しずれて、４月から始まって３月に終わります。この１～３
月は、これまでのことを振り返り、４月からの再スタートの準備期間であると言えます。
特に３年生は、卒業後の進路を決める大切な時期です。義務教育以外の進路先に進むのは初めての経験です。
緊張すると思いますが、自分をしっかり持って頑張って欲しいと思います。そして、胸を張って晴れやかに卒業
されることを願っています。
私も、これまでのこの年度を振り返ってみました。４月に旭中に赴任して、いろいろな人と出会うことができ
ました。生徒の皆さん、教職員、保護者や地域の方々。今までとは違う環境で働き、いろいろ新たに学ぶことも
できました。学校にとっては、教職員全体が県から横浜市に移管されたことも大きな変化でした。私が不慣れな
ことで、いろいろご迷惑をおかけしたこともありますが、新しい年を迎え、挽回するように頑張ります。今年も
どうぞよろしくお願いします。

新生徒会発足 ～学校のリーダーとしての決意～
11 月 29 日に生徒会本部役員選挙が行われました。立候補した７名の生徒が全員信任され、平成 30 年度
の生徒会役員が決定しました。12 月 25 日には、新生徒会本部役員の生徒が認証式において、これからの
目標を漢字一文字で表して生徒会本部役員としての抱負を発表しました。ここでは、その目標と合わせて
新生徒会本部役員を紹介いたします。

【聴】会 長：２年女子
私の選んだ漢字は「聴」という字です。この漢字は、
「目と耳と心できく」という意味を持って
います。私も皆さん一人ひとりの意見を目と耳と心で聴き、自分にできることを精一杯やってい
きますので、一年間よろしくお願いします。
【新】副会長：２年女子
私は今年の生徒会の抱負として「新」という字を選びました。昨年度から生徒会で活動してき
た中で見えてきた旭中学校のよいところはそのままに、改善すべきところは改善して、新しく変
えていけたらという思いでこの漢字にしました。旭中学校をよりよくするために、一年間頑張り
ますので、よろしくお願いします。
【努】副会長：１年男子
私の一年間の活動目標を一文字で表すと「努」という漢字になります。この漢字には、
「力を尽
くして頑張る」
「努力する」などのとても前向きな意味が込められています。この字のように、私
も旭中学校をよりよくするために力を尽くして頑張りたいと思います。そして、生徒会長をサポ
ートできるように努力していくので、一年間よろしくお願いします。
【善】書 記：２年女子
私の選んだ漢字は「善」という字です。この字は、改善の「善」という漢字で「物事を今より
もいい状態にする」という意味があります。新しい生徒会本部役員で話し合い、少しずつ改善し
ていきたいです。旭中学校が今よりももっとよくなり、笑顔があふれる学校にできるように全力
で頑張りますので、一年間よろしくお願いします。
【戦】書 記：１年男子
私は今年の目標を漢字一字で「戦」にしました。私はこの字に決める際に生徒会本部の活動を
戦国時代の戦と重ねました。昔の武士は戦うときに決してダラダラとは戦いません。自分のため
にも将軍のためにも一生懸命に戦います。私もたくさんある生徒会活動に武士のように一生懸命
に頑張って取り組んでいきたいと思います。一年間よろしくお願いします。
【尽】会 計：２年女子
私の目標の漢字は「尽」です。この漢字には、
「自分の力を出し切る」という意味のほかに「自
分の役割を果たす」という意味があります。その時々で、自分に何ができるかを考え、全力を尽
くして行動し、最後までやり遂げたいと思います。一年間よろしくお願いします。
【活】会 計：１年男子
私の生徒会での活動目標は「活」です。この字にした理由は、自分の名前の文字を入れたかっ
たからです。旭中学校が皆さんにとって「活きいきと輝く」場所になってほしいと思っています。
また、旭中学校をもっと元気で活発な学校にしたいという思いもあります。
「活」の付く熟語には
「活動」「快活」「活発」など、元気なイメージの言葉が並びます。一年間、この「活」という字
を胸に頑張りますので、よろしくお願いします。

人権講演会 ～自分の気持ちを伝える～
12 月 14 日の５・６校時に菅井 昭宏 先生（横浜市教育委員会事務局
西部学校教育事務所指導主事室 指導主事）をお招きして、
「
『過去』
『現
在』そして『未来』を考える」というテーマで講演会を開催しました。
菅井先生が強調していた点は、
「聞いたことは忘れる 見たことは覚える
経験したことは使える 気づいたことは身につく」ということでした。
自分の気持ちを伝えていくことの大切さを学び、これからの自分の生き
方を考える機会となりました。

体育祭・文化発表会・授業参観 来校者アンケート結果
体育祭、文化発表会、授業参観の際には、保護者や地域の皆様をはじめとした多くの方々にお越しいただき、
本校の教育活動の様子を見ていただく機会になったと思います。その際に、皆様にご協力いただきましたアン
ケートについて、集約した結果をお知らせいたします。

～体

育

祭～

実施日：平成 29 年９月 26 日（火）
＜ご意見・ご感想＞
・土曜日中止の場合は、日曜日にしてほしい。
・３年の種目で、膝のサポーターがあり、と
てもよかった。
・楽しく一生懸命取り組んでいる姿を見て、
元気をもらった。
・生徒席にもテントを立ててあげたい。
・２色だと盛り上がりに欠ける。
・入場行進はあった方が良い。
・今年はなんとなくのんびりムードを感じた。

～文 化 発 表 会～

実施日：平成 29 年 10 月 27 日（金）
＜ご意見・ご感想＞
・音響をもう少し良くしてほしい。
・全員が舞台の友達に拍手をしていた。
・観ている生徒が元気に盛り上げていて雰囲
気が良い学校と印象を受けた。
・先生と生徒の仲が良いのがよく分かった。
・子どもから生徒への成長がすごい。
・どの発表も練習をたくさんして、真面目に
取り組んできたのがわかった。

～授 業 参 観～

実施日：平成 29 年 11 月３日（金・祝）
＜ご意見・ご感想＞
・秋は高校の説明会や文化祭などが重なりや
すいので夏休み前ぐらいにやってほしい。
・もっと基本に重点をおくべきだと感じた。
・ペアやグループにして、できるだけ生徒が
話すように工夫されていて良いと思った。
・とてもわかりやすく楽しい授業だった。
・授業参観日にハマ弁の試食会があれば利用
者が増えると思った。
・地域住民に開放していただけるのは、とて
もありがたい。

皆様から頂いた貴重なご意見を今後の学校運営に生かしていきたいと思います。また、ご多用の中、アンケ
ートにご協力くださった皆様、本当にありがとうございました。
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百人一首大会
体育館に全校生徒が集まり、旭中学校開
校以来続いている伝統の百人一首大会を
行います。学年ごと、実力順に分けられた
６人のグループで散らし方式の１回戦で
競います。どの学年も集中して競技に参加
することを期待します。

２年職場体験
毎年、１月に２年生がキャリア教育の一

専門委員会

環として職場体験を実施しています。今年
度は、32 の事業所にご協力いただきます。

ニュータウン音楽祭（富士見丘学園）

当日、ニュータウンや二俣川駅周辺の店舗
等で本校の生徒の活動している姿を目に
する場面もあるかと思います。本校の生徒
を見かけた際には、保護者・地域の皆様も
ぜひお声掛けください。

個別支援学級合同学芸会
旭区・港北区・泉区の個別支援学級の生

を発表する予定です。

３年生の受験（受検）に向けて
３年生は、いよいよ受験（受検）の出願
が始まります。重要な提出書類もたくさん

ニュータウン餅つき大会（中沢小学校）

ありますので、書類が揃っているかの確認
を保護者の方もご一緒にしていただくよう

３年公立高校出願

お願いいたします。
また生徒が体調を崩さないように、体調
管理にも十分にご留意ください。

【お詫び】各学年の学年だよりでお知らせした行事予定で、ニュータウン餅つき大会が１月 14 日となってい
ましたが、１月 27 日が正しい開催日です。関係の皆様にお詫びするとともに訂正させていただき
ます。多くの中学生が参加できるよう、ご家庭でもお声掛けください。

