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新しいことに挑戦していく心構え 
  

校長 内山 晃男 
 

 新年明けまして、おめでとうございます。 

 今年の干支は丑（うし）です。牛は、日本では昔から荷物を運ぶための労働力として、人の生活に

欠かせない大切な動物でした。勤勉に働くその姿が「誠実さ」を象徴し、縁起の良い動物として十二

支に加えられたとも言われています。丑年は着実に物事を進めることが大切な年と言われています。 

さて、１４日間の冬休みが終わり、３学期が始まりました。今学期の登校日数は、１・２年生が３

月２４日の修了式までで５２日間です。３年生は、３月１２日が卒業式ですから４４日間になりま

す。３学期の登校日数は、短く２学期の約半分になります。しかし、３学期は３年生にとっては、義

務教育９カ年の集大成であり、進路決定のとても大切な時期となります。１・２年生にとっては、そ

れぞれの学年のまとめの時期であり、進級の準備期間にもあたる重要な時期となります。 

３学期は感染拡大が止まらない状況から、引き続き新型コロナウイルス感染症への対応として、３

密（密閉・密集・密接）を避け、換気・手洗い・消毒を徹底し、感染拡大防止に努めてまいります。 

「一年の計は元旦にあり」ということで、新年に自分で目標を立てて、計画的に進めていくことは、

大切です。しかし一方で、計画的に継続していく難しさを誰もが感じていることかもしれません。そ

のような時に「初心忘るべからず」という言葉が聞かれます。はじめの志を忘れてはならないという

意味で使われています。どんなことでも慣れてくると雑さや、楽をしようという気持ちが生まれてき

ます。そういった時に最初の謙虚な気持ちを忘れないようにという戒めの意味合いを持った言葉で

す。この言葉は、世阿弥（ぜあみ・室町時代の能役者）が晩年に書いた『花鏡』の中で書かれていま

す。世阿弥の「初心忘るべからず」とは、それまで経験したことがないことに対して、自分の未熟さ

を受け入れながら、その新しい事に挑戦していく心構え、その姿を言っているものです。今がその時

だと考えています。昨年１月から新型コロナウイルスという今まで経験したことがない中で、形を変

えて新しいことに挑戦してきました。人間未知のモノには不安もありますし、恐れもあるかもしれま

せん。そのような時こそ、一人ひとりが原点に返って、自分の目標を思い出してほしいと思っていま

す。併せて達成できない理由ではなく、達成するためには何をしたら良いのかを考え、粘り強く取り

組んでいってほしいと思います。私はこのコロナ禍の中でも、一人ひとりが希望を失わずに直向きに

努力している姿を授業中はもとより、体育大会、文化部の展示コンクールや合唱コンクールなど様々

な場面で繰り返し見させてもらいました。だからこそ、この難局を乗り切って、一人ひとりが必ず自

分の目標を達成し、３学期を終えてほしいと願っています。 

そのために、二中の教職員が一丸となって生徒一人ひとりの目標達成に向けて 

支援してまいります。保護者の皆様、地域の皆様には、今後も本校の教育活動に 

御理解・御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

１月の予定 
最終下校 17:00 

SC：スクールカウンセラー勤務日 

日 曜 予  定 

1 金 元旦 諸活動停止 

2 土 諸活動停止 

3 日 諸活動停止 

4 月 仕事始め 

5 火 徴収金振替日１年 

6 水  

7 木 始業式 給食開始 学年会(一斉下校) 

8 金 
評議会 ３年実力テスト 
校外パトロール 

9 土  

10 日  

11 月 成人の日 

12 火 ＳＣ 

13 水 委員会 

14 木 職員会議(一斉下校) 

15 金 
３年県内私立入試事前指導 
徴収金再振替日１年 

16 土  

17 日 県内私立前期入試開始 

18 月 学年会 

19 火 都内私立入試        ＳＣ 

20 水  

21 木 職員会議(一斉下校) 

22 金  

23 土  

24 日  

25 月 職員研修(一斉下校) 

26 火 習教研(一斉下校)      ＳＣ 

27 水  

28 木 新入生保護者説明会 15:00~ 

29 金  

30 土  

31 日  

 

お知らせ 

■非常事態宣言 

１月７日に非常事態宣言が発出されます。昨年

とは異なり、学校は臨時休校になりません。し

かしながら、１月１１日までとされていました

部活動の対外的な活動の自粛などは延長される

方向で検討されています。その他３学期も重要

な行事があります。今後の状 

況によっては大幅な日程変更を 

余儀なくされます。わかり次第、 

学校だよりやメール、ホームペ 

ージにて御連絡いたしますので、 

引き続きよろしくお願いします。 

 

■第３２回五市合同技術・家庭科作品展 
展示の中止について 

 １月１４日から２０日まで展示が予定されてい

ました第３２回五市合同技術・家庭科作品展です

が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

となりました。 

 なお、審査は行いますので受賞した生徒には後

日、賞状及び盾が贈られますので追って御連絡い

たします。 

 

■ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・教育相談員への相談 

日頃、お子様の生活面や学習面などでお悩み

の場合は、直接スクールカウンセラーや教育相

談員にも相談できます。 

☆スクールカウンセラー 佐藤直美 毎週火曜日 

☆教育相談員     室伏洋子 

相談室直通電話   （４７２）５２４４ 

その他も相談窓口 

☆習志野市総合教育センター 

047-476-1715(代表） 

☆千葉県子どもと親のサポートセンター 

0120-415-446（教育相談専用ダイヤル） 

☆子ども人権 110番（法務省）  

0120-007-110 

☆千葉県警少年センター（ヤング・テレホン） 

0120-783497（ナヤミヨクナル） 

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/2chu/


 

 

 

☆受賞クラスと個人賞(敬省略) 

 金賞 銀賞 銅賞 指揮者賞 伴走者賞 

１学年 １年６組 １年５組 １年３組 １年６組 文園啓太 １年７組 山下京音 

２学年 ２年４組 ２年３組 ２年２組 ２年１組 小林未来 ２年４組 吉鶴啓汰 

３学年 ３年４組 ３年３組  ３年４組 忍田幸太郎 ３年３組 太田朋花 

１０組 夢を思い出をつむいだで賞 

 １２月２２日（火）に合唱コンクールを開催いたしました。コロナウイルス感染症対策のため、例年とは全く違う

形式で行いました。合唱のときもマスク着用、窓や扉の常時開放をはじめ、指揮者はフェイスシールドとマスク

の両方を着用すること。体育館アリーナには合唱をするクラスと１５ｍ以上の間隔を取って次の順番を待つクラ

スの２クラスしか入らず、それ以外のクラスはリモート中継を見ながら教室で待機するなどの感染症対策を講じ

て実施しました。 

 マスク着用しながらの合唱で慣れない状況の中でしたが、練習でも本番でもさすが二中生言える素敵なハー

モニーを体育館アリーナいっぱいに響かせてくれました。 

課題曲：夢の世界を 

自由曲：心のノート 

課題曲：ＣＯＳＭＯＳ 

課題曲：ふるさと 

組 
課題曲 自由曲 

指揮者 伴奏者 指揮者 伴奏者 

１組 川上泰誠 梁島芽衣 白石陽大 梅園紗愛 

２組 戸松蒼甫 大野文 玉江月花 達菜々美 

３組 三井悠大 湯浅茉里子 木村美咲 宍戸瑠夏 

４組 森本有咲 五十嵐治憲 大和田葵 江藤晴香 

５組 髙林ゆみ 篠崎にいな 青木太桜 池田羽奈乃 

６組 林田優菜 小島絵花 文園啓太 隈本奈那子 

７組 遠藤丈太郎 北川葵一 川井玲奈 山下京音 

 

組 
課題曲 自由曲 

指揮者 伴奏者 指揮者 伴奏者 

１組 植松琴乃 岳井愛乃 小林未来 齊藤ほのか 

２組 鈴木日向   横山奈央 中野くるみ 山田明日美 

３組 宮林まなみ 仲村利花 鐘ヶ江留功 河治まな 

４組 土橋春菜 飯笹未涼 上見亮介 吉鶴啓汰 

５組 吉野ひなた 天野光琴 古澤玲奈 鶴岡唄音 

６組 張本智天 関野美羽 佐藤あかり 春野梨花 

 

組 
課題曲 自由曲 

指揮者 指揮者 伴奏者 

１組 眞﨑菜緖 寺島りな 大橋奈穂 

２組 髙田桜生 山口史音 宮﨑慎一 

３組 佐藤来海 河野隼之介 太田朋花 

４組 吉越由真 忍田幸太郎 藤本奈優 

５組 高橋菜穂 桑原侑矢 大橋舞衣 

１０組 
指揮者 伴奏者 

伊藤颯太 加藤沙弥(3-2) 

 


