
                                  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 「予期せぬこと」や「思いもよらぬこと」などと表現できそ 

うなことは、これまでも幾度となく経験してきたように思える 

のですが、新型コロナウイルスの感染拡大による事の顛末は、まったくもって予想をはるかに超え

ていました。前が見えない、先が読めない中を歩くことほど危なっかしいことはないわけで、この

一年は、まさにその通りの展開だったように感じています。しかし、その様な中で試行錯誤を繰り

返し、「できることをできるように、できるだけ」やってきたつもりです。新入生のみで行った入

学式、感染対策を十分に講じた中での中体連大会、卓上シールドを常設した授業、職場体験に代わ

るキャリア教育のプログラム、学年別開催とした中部中カップ 2020、つかの間の学年リクリエー

ション、行先を大幅変更しての修学旅行、そして、３年生だけの卒業式、などなど・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 見事だったのは、生徒たち、子どもたちでした。むしろ、大人である我々教師側の方が、気落ち

したり、焦ったりしていたのかも知れません。彼ら彼女らは、それぞれの場面で、それぞれの状況

に応じて精一杯やったと思います。この経験は、必ずや将来に生かされると信じています。「あの

時代に中学生だったのだから、心が強いね！」なんて言われることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★２０２０年度 中部中学校の教育キーワード：「自発（じはつ）」 ※すべての生徒・教職員が意識して取り組みます。 
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【R2年度最終号】 

新型コロナに立ち向かった試行錯誤の一年 コロナに負けるな 

◆コロナを見据えた中での日常を継続していく  もうすぐそこまで、令和３年度が迫って
います。これまで通りの日常が、１日も早
く戻ってくることを祈るばかりです。とは
言うものの、時はどんどん流れていきます
ので、４月からのことは考えておかなけれ
ばなりません。右に挙げたのは、次年度に
向けた、さしあたっての展望となります。
もちろん、新型コロナウイルスの感染状況
ならびに政府等の方策次第では、大きく好
転することもあるでしょうし、その真逆も
考えられます。いずれにせよ、子どもたち
の安心安全を最優先にとの思いです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【３年生】※ただし１月末までで年間３０冊以上 
A 村井 優心（むらい まさむね） 
D 早川 えみり（はやかわ えみり） 
E 谷口 拳都（たにぐち けんと） 
  松永 健吾（まつなが けんご） 
F 小倉 瑞穂（おぐら みずほ） 
西村 侑一郎（にしむら ゆういちろう） 

 
 
 
 

 

【２年生】※ただし 3/5までで年間４０冊以上 
B 川淵 凛（かわぶち りん） 
C 楢原 嵩翔（ならはら たかと） 
  宮川 正登（みやがわ まさと） 
D 服部 結衣（はっとり ゆい） 
  眞弓 実由菜（まゆみ みゆな） 

【１年生】※ただし 3/5までで年間４０冊以上 
A 赤松 啓登（あかまつ けいと） 
  栗原 にこ（くりはら にこ） 
  長尾 拓海（ながお たくみ） 
  長尾 理央（ながお りお） 
  原田 天歌（はらだ てんか） 
  原田 万緒（はらだ まお） 
  平子 夢乃（ひらこ ゆの） 
B 岡崎 碧（おかざき あおい） 
  坂 あやね（さか あやね） 
  張 可欣（ちょう かきん） 
C 平子 紅花（ひらこ くれは） 
D 岩山 アニス埜空（いわやま あにすのあ） 
佐藤 夢華（さとう ゆめか） 

  髙橋 舞華（たかはし まいか） 
  西川 聖七（にしかわ せな） 
  野村 奈那（のむら なな） 
  藤井 妃菜（ふじい ひな） 
  藤本 楓（ふじもと かえで） 
  曲田 夢結（まがりだ みゆ） 
  矢橋 希星空（やはし きらら） 
  山口 颯良紗（やまぐち さらさ） 
  吉岡 繭妃（よしおか まゆき） 
  渡邉 碧斗（わたなべ あおと） 
F 木村 大翔（きむら ひろと） 
  原田 天音（はらだ あまね） 
  山下 和樹（やました かずき） 

 早いもので、あの時から１０年が経過しました。亀山市でもか
なりの揺れを感じたわけですが、今の中学生は３歳～５歳の頃な
ので、ほとんど覚えていないというのが現実です。テレビでは、
被災地の現状をレポートする番組がありますが、未だ癒えない傷
跡、震災の爪痕、そして現在も帰らぬままとなっている多くの犠
牲者の方々など、それらを見聞きすることしかできないことに、
もどかしさを感じます。３月１１日の朝の会で担任から話を聞い
たあと、黙祷を行いました。 
本校では今年度３回ほど避難 
訓練を実施しましたが、その 
の都度地震についてふれ、防 
災意識を高めるよう促してい 
ます。遠い地域の他人事では 
なく、いつどこで発生しても 
おかしくないと考え、身も心 
も備えておく必要があります。 

東日本大震災から10年 
１・２年生が教室で黙祷 

教室で黙祷をささげる先生と生徒たち 

年間「多読賞」 
のみなさん 

の主な予定 
４月 ６日（火） 着任式・始業式 
４月 ７日（水） 入学式（13:30～） 
４月 ８日（木） デリバリー給食開始 
         一斉下校（会議のため） 
４月 ９日（金） 身体測定（全学年） 
４月１５日（木） 歯科検診（全学年） 
４月１７日（土） 亀山市中体連春季大会 
         ※予備日：１８日 
４月２３日（金） ＰＴＡ総会（調整中） 
４月２６日（月） 一斉下校（会議のため） 
４月２８日（水） 一斉下校（会議のため） 

令和３年度前期生徒会役員決まる！ 
 去る３月１７日（水曜日）に、生徒会の選挙が行われ、来年度
前期の生徒会本部役員・委員長が決まりました。今後の中部中を
背負って立つ新３年生、学校の中堅どころを担う新２年生の中か
ら、「やる気」みなぎる１３名が揃いました。まだまだ、制約・
制限のある学校生活が続きますが、ぜひ本領を発揮して、中部中
をさらに盛り上げ、学校内外にアピールしてほしいと思います。 
※新本部役員・委員長等の紹介は、年度当初となる予定です。 

 
 
【三重県アンサンブルコンテスト地区大会】 
中学校の部金管８重奏  銀賞 
中学校の部木管８重奏  銀賞 

【第３３回中部日本個人・重奏コンテスト】 
中学校重奏の部（一次審査）金管九重奏  銀賞 
中学校重奏の部（一次審査）木管十重奏  金賞 
中学校重奏の部（二次審査）木管十重奏  銀賞 
中学校個人の部 オーボエ独奏      銀賞 

2D 小川 実桜（おがわ みおう） 
 
 

【三重県中学校新人剣道大会】 
 男子団体 第３位 
     優秀選手 2D 松平 彪雅（まつひら ひょうが） 
 男子個人 第５位 2D 松平 彪雅（まつひら ひょうが） 
 女子個人 第５位 1F 平野 里莉（ひらの りり） 

【亀山市ソフトテニス協会研修大会】 
 女子の部 準優勝 2B 北山 真帆（きたやま まほ） 
          2D 小島 姫瑠（こじま める） 

【三重県中学校剣道一年生大会】 
 男子個人 第３位 1C 實平 真虹（さねひら まこ） 
 
 
 

コンテスト結果より 

◆年々、時が経つのが早く感じられる。でも、この１年はいまだかつてないほど長く思えたのは、私だけではない
かも知れない。いいことや楽しいことは、すぐに過ぎ去ってしまい、そうでないことはいつまでたっても終わらな
い。でも、そんな風に考えるからダメなのだ！と自身に言い聞かせて、令和２年度を終えることにする。忘れたく
ても忘れえぬ一年であった。微かではあるが、先に光が見えたような気がするのも私だけではない（ハズ・・・）。 
◆中部中は中部中だけで生きているのではない。生徒や教職員はもちろんであるが、保護者の方々、地域の皆さん、
学校を支える全ての皆さんあっての中部中である。感謝！感謝！！の気持ちをもって令和３年度を迎えたい。 

今年度最後の つ  ぶ  や  き  ・・・ 

そのほかの  


