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生徒の笑顔はパワーの源 
校長 内山 晃男 

 

緊急事態宣言は解除されましたが、感染予防対策を行いながら、部活動をはじめ少しずつ教育

活動を段階的に再開しています。１０月２７日には、習志野文化ホールで合唱コンクールが行わ

れました。コロナ禍前のように全校生徒が一堂に介して行うことができませんでしたが、お互い

にクラスの歌声を聴き合い、高め合うことができました。自分たちの目標を達成した喜びは、生

徒の笑顔に表れていました。笑顔が広がり、クラスの絆をより一層深めることができました。ま

た、保護者の皆様にもお子様の頑張っている姿を見ていただくことができました。生徒の中に

は、発達段階から素直に感謝の言葉を言えないこともあるかもしれません。しかし、内心見ても

らって嬉しいはずです。いずれにしましても、今回の合唱コンクールについて、お子様と話をす

る時の話題の一つにしていければ幸いです。 

部活動では陸上競技、野球、ソフトボール、サッカー、剣道、バスケットボールなどの代替大

会が行われています。この他の競技につきましても今後実施してまいります。競技の特性や実施

時期によりましては、無観客や昼食を挟まないなどの感染防止の対応を行い、代替大会を実施し

ています。御理解いただければと思います。また、多くの部活動が夏の総体が終わり、新チーム

となって初めての大会となります。しかし、８月・９月の新型コロナウイルス感染症の感染拡大

が続く中、大会直前まで思うような練習がなかなかできなかったこともあったと思います。けれ

ども、代替大会に臨んでいる一人ひとりの生徒の表情や姿勢からは、そんなことを全く感じさせ

ない迫力が伝わってきました。二中の代表として、仲間と共に最後まであきらめずに戦う姿、頑

張っている仲間を応援している姿を見ると、心が動かされます。もちろん、勝負には勝敗はつき

もので、生徒も勝てば嬉しいですし負ければ悔しいものです。自分が一生懸命打ち込んできたか

らこそ、勝った時に満面の笑みが見られ、負けた時には悔しさがにじみ出ます。頑張っている生

徒達に一言だけでも声をかけたくて、私が生徒に声をかけると、生徒は、「ありがとうございま

す」と言って笑顔で答えてくれました。生徒の笑顔を見ると私もとても嬉しくなりました。やは

り、笑顔は人を元気にさせる力があります。 

先日、オンラインの研修会で、東京大学薬学部教授の池谷裕二氏の講演を聞きました。池谷研

究室の入口には、知、好、楽の文字がかけてあるそうです。これは論語の「子のたまわく、これ

を知る者は、これを好む者にしかず、これを好む者は、これを楽しむ者にしかず」からきている

そうです。「知る者よりも好む者が上、好む者よりも楽しむ者が上だ」ということになります。

授業中「分かった」という時の笑顔は、次への学習意欲につながります。もちろん、教職員も生

徒の笑顔が見たくて指導・支援しているところもあります。保護者の皆様や地域の皆様も生徒の

笑顔のために見守り支えていただいていると思っています。笑顔が人と人をつなぐパワーの源で

す。これからも生徒の笑顔あふれる学校となるように全教職員で取り組んでまいります。今後も

本校の教育活動に御理解・御協力を宜しくお願い致します。 

１１月の予定 
最終下校 17:00／15 日～16:45 

SC：スクールカウンセラー勤務日 

日 曜 予  定 

1 月 
冬服完全実施 学校公開日 
１・２年教育相談 ３年三者面談 
給食費引き落し日 テスト範囲表配布 

2 火 １・２年教育相談 ３年三者面談 

3 水祝  

4 木 職員会議(一斉下校 14:50) 

5 金 
１・２年教育相談 ３年三者面談 
徴収金振替日１・２年 

6 土  

7 日  

8 月 １・２年教育相談 ３年三者面談 

9 火 学年会(一斉下校 14:50) 

10 水 １・２年教育相談 ３年三者面談 ＳＣ 

11 木 １・２年教育相談 ３年三者面談 

12 金  

13 土  

14 日 諸活動停止 

15 月 
合同訪問(一斉下校 13:35) 
諸活動停止 
徴収金再振替日１・２年 

16 火 諸活動停止 

17 水 諸活動停止          ＳＣ 

18 木 第３回定期テスト 諸活動停止 

19 金 第３回定期テスト       

20 土  

21 日  

22 月 全校集会 

23 火  

24 水 ＳＣ 

25 木  

26 金  

27 土  

28 日  

29 月 職員会議(一斉下校) 

30 火 評議会 給食費引き落し日 

 

お知らせ 

■学校からの引落しのお知らせ 

給食費納付期限   １１月 １日（月） 

学校徴収金振替日  １１月 ５日（金）１・２年 

学校徴収金再振替日 １１月１５日（月）１・２年 

給食費納付期限   １１月３０日（月） 

 

■習志野市総合教育展覧会について 

 今年度の総合教育展覧会は実施いたしますが、例年

とは開催方法を一部変更して行うことになりました。

技術・家庭科・立体作品・平面作品の４部門から代表

として１名が市総合教育センターに展示され、そのほ

かの作品は学校のホームページに掲載される形式と

なりました。学校のホームページ等の御案内は後日メ

ールにてお知らせいたします。 

 

■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 毎週水曜日 

☆教育相談員     室伏洋子 関庸子 

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） 

１１月の目標 
【生 活】 

・教育相談と進路指導の充実を図る。 

・落ち着いた授業態度で基礎・基本の徹底を図る。 

【学 習】 

・落ち着いた学習環境を維持し、学習を充実させよ

う。 
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☆受賞クラスと個人賞(敬省略) 

 最優秀賞 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４組 １年４組 齊田文佳 １年６組 大澤楓 

２学年  ２年４組 ２年５組 ２年６組 ２年４組 白石陽大 ２年１組 池田羽奈乃 

３学年 ３年４組 ３年１組 ３年３組  ３年６組 佐藤あかり ３年２組 山田明日美 

１０組  校長賞 

 １０月２７日（水）に合唱コンクールが開催されました。開催当日の段階ではコロナウイルス感染症による非常

事態宣言もまん延防止等重点措置も解除されている関係で習志野文化ホールにて開催されました。しかしな

がら今年度もマスクの着用、学年ごとの分散での開催となりました。TEAMS を活用したライブ配信の鑑賞には

課題がありましたが、時間のない中昼休みも放課後も練習をして本番ではさすが二中生と言える素敵なハーモ

ニーをホール全体に響かせてくれました。 

自由曲：涙そうそう 

課題曲：ふるさと 

 指揮者 伴奏者 

１組 吉野瑛太 竹島希羽 

２組 市原皐生 泉水舞 光野瑠凪 

３組 仲田莉亜奈 牛島咲結 

４組 齊田文佳 井上瑞月 

５組 横山はな 影井夢華 

６組 伊藤佑哉 大澤楓 

 

組 
課題曲 自由曲 

指揮者 指揮者 伴奏者 

１組 植松琴乃 小林未来 齊藤ほのか 

２組 鈴木日和 中野くるみ 山田明日美 

３組 宮林まなみ 鐘ケ江留功 仲村利花 

４組 土橋春菜 上見亮介 飯笹未涼 

５組 吉野ひなた 天野光琴 鶴岡唄音 

６組 大沼陽太 佐藤あかり 春野梨花 

10 組 

クラス紹介 

笠浩輝 綿引勇聖 

太田賢芯 竹内ひな 

 

 指揮者 伴奏者 

１組 文園啓太 池田羽奈乃 

２組 大澤柊 臼井宥登 

３組 古川栞菜 五十嵐治憲 

４組 白石陽大 隈本奈那子 

５組 玉江月花 湯浅茉里子 

６組 尾崎太紀 山下京音 

 


