
 

 

 
〈生徒のみなさんへ〉 
中学校最後の夏休みはいかがでしたか？これまでに経験したことのない新型コロナウィルス感染症の

拡大となり、再び、大きな不安や不自由さに悩んだ人もいるでしょう。そんな中、みなさんは「受験の
天王山」と言われるこの夏を戦ってきました。「この夏を頑張れば」「この夏で絶対なんとかする」そん
な思いで過ごしてきたのではないでしょうか。「天王山」とは、みなさんも知っていると思いますが、
明智光秀と羽柴秀吉との戦いで、この山を制した方が天下を取ることになる「天下分け目の天王山」と
呼ばれた、京都にある山ですよね。「天王山」は「勝負や運命の分かれ目」と言う意味で使われます。
ちなみに「天王山」を英語で表現すると、「極めて重要（重大）な点」という意味の“crucial point”
が最もオリジナルに近い英訳と言う人もいます。crucialは、「決定的な、命運を左右する」そんなニュ
アンスをもつ単語です。（発音が分からない人は、読み上げ機能で確認してください。）この大切な一瞬
を精一杯頑張ってきたのです。そんなみなさんは、明日から始まるオンライン学習にも、前向きに取り
組んでくれると信じています。この夏を制した自分を信じ、後ろは振り向かず、元気よく前に進んでほ
しいと思います。暦では既に秋ですが、まだまだ夏は終わりませんから・・・。 
 
〈保護者のみなさまへ〉 
夏休み中の三者面談では大変お世話になりました。面談後、お子様の様子はいかがでしょうか。受験

生としての意識も高くなり、頼もしい姿も多く見られているのではないでしょうか。体調には変化はあ
りませんか。新型コロナウィルス感染症の拡大が１０代と１０代以下の子どもたちの中で急速に増えて
いるという現状に不安でいっぱいのことと思います。学校においても、これまで以上の感染症対策をし
っかり行っていきます。９月２日（木）から、オンライン学習となりますが、お子様の変化やご相談等
がありましたら、いつでも担任、学年職員へご連絡ください。 
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９月の予定 
 
・ ９月 13日（月） 午前  ３年生 第２回校内テスト（英・国・数）    

・ ９月 14日（火） 午後  ３年生 第２回校内テスト（社・理・体技家） 
 
第２回校内テストの日程について（予定） 
９月１３日（月）午前のみ登校 給食なし     ９月１４日（火）午後のみ登校 給食なし 
  ８：１５～ ８：２５ 登校           １２：４５～１２：５５ 登校 
  ８：４０～ ９：３０ 英語           １３：１０～１４：００ 社会 
  ９：４０～１０：３０ 国語           １４：１０～１５：００ 理科 
 １０：４０～１１：３０ 数学           １５：１０～１６：００ 保健体育 

技術・家庭 
 
  ※分散して登校し、学級を２つの教室に分けて実施します。 
  ※変更がある場合は、後日連絡します。 

・10月  1日（金） 第３回実力テスト 

(マチコミでは９月 24日（金）と連絡しましたが、10月１日（金）に変更します。) 

・テスト実施日は 9月１日現在の予定です。状況によって変更することもあります。 

・その他、今後の予定についてはマチコミでお知らせいたします。 

・修学旅行についてのアンケートを後日、実施させていただく予定です。よろしくお願いいたします。 

 

      
 

     
 

 

 

 

 

 

 

今後の進路関係について 
 
〇夏休み期間中、高校説明会や部活動体験会が中止、
延期となった高校がありました。いくつかの高校
では、新たに説明会の実施を計画しています。中学
校へ連絡があった場合はその都度ご連絡いたしま
すが、随時、各高校のホームページを確認してくだ
さい。 

〇今後の予定 
１０月 ・第２回進路希望調査 
１１月 ・私立高校推薦受験希望確認 

・三者面談（私立高校受験校決定） 
１２月 ・私立高校願書出願 

・私立高校推薦受験者面接練習 
１月 ・私立高校入試（推薦・一般） 

・三者面談（県立高校受検校決定） 
２月 ・県立高校願書出願 
３月 ・県立高校入試 

 
 
 
 

奨学生の募集について 

団体名 公益信託田沼多喜男記念奨学基金 

対象者 ・牛久市内の中学校に在籍する中学３年生 

・令和４年４月に高等学校（定時制及び通信制を

含む）進学を希望する生徒 

・学業成績が優秀、かつ品行方正・志操堅固健康

で、高校生活上奨学金を必要とし、高等学校進

学後も引き続き牛久市に居住する者。 

給付額 ・月額２０，０００円（県立） 

・月額３０，０００円（私立）  

※返還の義務はありません。 

採用人数 ・牛久市内３名 

応募の手

続き 

 

・希望者は学校へ連絡してください。 

（10月 22日（金）までにご連絡ください。） 

・申請書類をお渡しします。 

 （指定された日時までに学校へ提出してくださ

い。 

 

 



 
 
 
この夏休みは、大変な状況の中でしたが、一生に一度経験できるかわからないオリンピック、パラリ

ンピックがこの日本で開催されました。私自身、アスリートたちのパフォーマンスや言葉、大会関係者
の働きからたくさんの感動と学びをいただきました。また、戦後７６年目を迎えた平和記念式典のライ
ブ配信により、被爆体験者や各被爆地の市長さんの声も聴くことができました。オリンピック、平和記
念式典、どの場面においても共通していたことは、「自分自身のこれからの幸せを願うこと」これまで
「自分を支えてくれた人々への感謝」、そして様々な「苦労を強いられている人々を思う心」がいつも
そこにあったことです。オリンピックのアスリートたちの努力は並大抵のものではないはずです。私た
ちには想像もできないくらい辛い思いをして「極めること」を目標にしてきたのでしょう。また、平和
な世の中に生きる私たちは、例え、深刻なコロナ禍でも、家族と共に食事をし、仲間と学習ができるの
です。この夏は、いつもとは全く違う夏休みを過ごしましたが、このようなことをじっくり考えられる
よい機会をいただいたと思っています。そしてじっくり考えることで、感動を味わい、興味を広げるこ
とができました。そんな思いを３年生のみなさんとも共有していきたいです。 
 
 
 
 
 
 
コロナ禍、先生方の「いつもと違う夏休み」をお楽しみください。 

 

１組担任  家でじっとしているのが好きではない性格ですが、今年ばかりは仕方なく、家にいま
した。家にいる時間が長かったので、部屋の片付けをしました。８年くらい住んでいる
ので、物も多く、ゴミ袋５、６袋にもなりました。誰が来てもいい環境になりました！
また、自炊もこれまでと比べて多くなりました。麺類が中心ですが・・・。うまくいっ
たメニューは写真を撮りました。でもやっぱり、こんな夏休みは嫌です！真っ青な空の
下、青い海を眺めながら九十九里浜をブーンと学年の先生たちを乗せてドライブし、大
笑いしながら海鮮焼きなんか食べてみたいです。早くそんな日が来てほしいです。 

２組担任 私はこの夏休みにアクアリウムを作りました。筑波の実 
験植物園に行ったのですが、その時に水草展を見てきたの 
です。その時に見たアクアリウムに感銘を受けて、1週間 
かけて作りました。もともと shrimp くんたちを飼ってい 
るのですが、その子たちのために心を込めて作ったのです。 
まだまだ伝えたいことがいっぱいあります。詳しくは、登 
校再開できたら、たくさんお話ししますね。カレーづくりは 
ますます腕を磨いていますよ。 
                        

３組担任  今年は今までで一番、ゆっくりのんびり過ごした夏休みになりました。実家に帰り、
ひたすら読書、動画視聴の毎日です。読書は、昔から大好きな湊かなえや米澤穂信の作
品を読みました。また、小説だけでなく最近流行りの漫画や、クラスの何人かにおすす
めされた漫画もたくさん読みました。最近の少年漫画は内容が難しいのですね・・。動
画に関しては、最近Ｋ-POPアイドルのオーディション番組にハマってしまい、１話か
ら最終話までずっと観ていました。受験生の皆さんからしたら「ずるいなあ、いいな
あ。」と思われてしまうかもしれませんが、みんなも、来年の夏休みは思う存分楽しん
でほしいなと思います！（私はこの夏休みで目を酷使し、視力が落ちてしまったので、
皆さんは気を付けてくださいね。） 

４組担任 今年は我慢の夏休みでした。どこか観光に行ったり、流星群を見に行ったりしたかっ
たのですが…。そんな中、「ちょっと料理を上達したい」と思いました。外食にあまり
行きたくなかったのと、出費が大変だからです。料理本を買ったり、実家で母に教わっ
たりして料理をする機会を増やしました。目標は市販の調味料を使わなくてもある程度
作れるようになること。これからも自炊頑張ります。そして、節約したお金で隕石を買
います。 

いつもと違った夏休み 

それでは・・・ 

いつもと違う、先生たちの夏休み ～コロナになんか負けていられない～ 



５組担任 今年の夏休み…動物やバドミントンの動画を観る、ど
うぶつの森で遊ぶ、買いためていた本を読む、家の大掃
除、たまにパンやお菓子を焼く生活をしていました。パ
ンやお菓子は同じように作ってもなかなか同じにならな
いから面白いなぁと思います。あと、猫を２匹保護しよ
うと手なずけ中です。やっと両手で抱えても逃げなくな
りました。何てことのない日々でしたが、これも幸せの
一つの形かな。しっかり充電したので、あとはみんなと
一緒にいろんな山を乗り越えていこうと思います。 

 
 
 
 

６組担任  私史上、最強の少年ドラマ『六番目の小夜子』を「NHK 深夜のイッキ見！」に発
見！どっぷりはまりました。ついでに、恩田陸作品のお気に入り３作品を改めて一気読
み。幸せです。幸福感や達成感は免疫機能の働きを向上させ、ナチュラルキラー細胞 
が活性するとか。９月からはみんなとの生活で元気をめざしたいです。  

副担任 この夏は、茨城県で陸上の全国大会が 18日～20日の 3日間行われ、役員として参加
してきました。（６組の木村 新さんが出場し、健闘しました。） 
全国大会で見た様子を少しお話しますね。会場の周りには大 
会記念の Tシャツなどがたくさん販売されていて、それを買 
い揃えて着ている選手がいました。晴れ舞台に出場した選手 
ならではですね。選手たちは、役員の方々にチェックを受け 
たり、説明を受けたりすると必ず、「ありがとうございます！」や「お願いします！」
と言います。お互い讃え合う姿、ちょっとしたアクシデントに 
見舞われてもその選手を励ます姿はまるでオリンピックのトッ 
プアスリートと同じです。オリンピックと言えば、陸上の走 
高跳で 2人が金メダルを獲得しましたね。その状況と同様の事 
が中学男子の走高跳でもありました。全国大会で 2人が優勝！ 
見ている側もいい気分でした。 
そしてもう一つ、全国大会ならではの話。陸上競技ではフラ 

イングを機械で判定します。スタートの合図から 0.1秒より前にスターティングブロッ
クにかかる圧が一定の値を超えるとフライングになります。機械では、それが波形とな
って表示されるのです。これもオリンピックと同じです。 

副担任 地元の美術館と図書館に行きました！（とても有名な美術館ですよ）渡辺先生が陸上
競技場なら、私は美術館です。渡辺先生が猛暑の中で頑張っているところ、私はゆった
りとした時間を過ごしてきました。美術館では、知っている画家をより深く知る事がで
き、作品をまた違った視点で見る事ができました。図書館ではふと目に止まった一冊を
手に取って読んでいると、分かっていることでもまだまだ知らない事がたくさんあるこ
とに気付きました。あと、あひるさんにも会いに行けました。 

副担任 私はコロナ禍にジムに行きづらいなあ〜と、家の付近をウォーキングするようになり
ました。散歩しながら、友人と通話をしたり、きれいな景色や発見を写真に撮ってシェ
アしたりしていると、あっという間に 1〜2時間が過ぎていました。そして雨の日続き
の時には、Switchとリングフィットを使って、ますます鍛えました。おかげで、お盆
は全身筋肉痛で、大変でした。 

学年主任 たっぷり時間があったので、部屋の片づけを。これまで勤務した学校で使用した教材
やファイルなどがたくさん。夏休み前半に池田先生、田中先生から「コラージュ」につ
いてちょっとお話を聴いた私は、「コラージュ」にチャレンジしようと、捨てようとし
ていた教材をハサミでチョキチョキ。毎日のように 100均に通い、それらの素材を入
れるケースやのりやきれいなマスキングテープなど、たくさん買いました。そして大好
きな Tik Tokでたくさんの動画を見て勉強しています。その中に、商品のパッケージを
使ったコラージュの動画があり、「SDGｓ！」と感心し、それ以降パッケージも素材と
してチョキチョキしています。コラージュするための机を買いました。 

 
                                
 
 



  

Special 
Guest 
校長先生 
 

 

休みの日には在宅して、もう一度読みたい本を読み直し、もう一度見たい映画を見直
し、もう一度聴きたい音楽を聴き直しました。一度の人生で読める本、見られる映画、
聴ける音楽は限られています。新しい分野を開拓するのもいいけれど、かつて感動した
ものにもう一度触れてみたいと思いながら，これまでは心のゆとりがありませんでし
た。今年はこの状況を前向きに捉え，優れた芸術に触れながら改めて人間に生まれてき
た運命を噛みしめました。 

Special 
Guest 
教頭先生 
 
 

この夏、日本では、東京 2020オリンピック・パラリンピック大会が開催され、たく
さんの感動を人々に与えた。そういった中で私は、静かな夏を過ごした。 
とにかく意識したのは、「生活リズムの構築」である。特に、起床・就寝時刻は整え
た。そして、それを基に一日の流れを作った。慣れるまではきつかったが、始めてから
3週間を過ぎた頃、身体が慣れ、その生活リズムが自然体となった。 
「我慢を１つすれば、その分、自分が欲しいもの（物体ではない）を１つ手に入れるこ
とができる。」これは、私の人生論だ。 
コロナ禍で公共施設も閉館状態である。（私が好きな）図書館にも行くことができない
今、モチベーションを下げずに生活していくことはかなり困難を極める。そんなとき
は、心静かに、頭を働かせ、何かを「我慢」する。「きっと、何かを得られるであろ
う。」と信じて。 

 
 
 
 
 
 
 

工夫してみよう         なぜ？ 
・時間割は家族が見えるところに貼っておく。 
（冷蔵庫など） 

・何をしているのか、知っていてほしい。 

・ライブ授業の時間は、必ず、家族に伝えてお
く。 

・いきなりおばあちゃんやおじいちゃんの
姿が画面に現れる・・・は避けたい。 

・イヤホンを使う。 ・外部の音を入れないため。 

・机周り、視界に入るところに学習に必要な物以
外は置かない。 

・家には誘惑が多いため。 

・授業を受ける部屋とプライベートの部屋を別に
する。（可能ならば） 

・スマホは持ち込まない。手の届かないと
ころに置く。 

・ライブ授業の際は、事前にトイレを済ませてお
く。 

・途中、画面からいなくならないように。 

・制服か体操服（上半身のみでいいですよ）に着
替える。 

・自宅にいるとはいえ、授業です。 
・くれぐれもパジャマで参加しない。 

・ライブ授業の際は、分からない時には遠慮せず
手を挙げる。 

・限られた時間を逃さないように。 

・ノートと筆記用具はいつもそばに置く。 ・後で、復習できる。 

・音読は大きな声でやってみる。 ・マイクが offなら、なおさら思いっきり
できる。 

・ライブ授業の際は、食べ物はなし。 ・授業中です。 

・ライブ授業の際は、水分補給のタイミングに気
を付けて。 

・授業中ですし、その姿が学級のみんなに
見えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学生に学ぶ、オンライン授業で工夫していること 



 
 
  
本来であれば、夏休み明けの集会が実施され、生徒会、各学年の代表者によるスピーチ、「これから

の抱負」が発表されます。残念ながら今回は実施できませんので、３年生代表、生徒会代表のスピーチ
原稿を掲載します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この曲のように、信じて今、できることをやっていきましょう。 
 
「時代」 中島みゆき  
♪♪ 今はこんなに悲しくて 涙も枯れ果てて もう二度と笑顔には なれそうもないけど 

 あんな時代もあったねと いつか話せる日がくるわ あんな時代もあったねと きっと笑って話 
せるわ だから今日は くよくしないで 今日の風に吹かれましょう ♫ 
 

夏休み明け集会 on paper 

学年代表  
（３年２組）  

 
 受験生の勝負の夏休みが終わりました。この夏、日中は塾を中心に８時間、さらに塾で
解決できなかった問題を自主学習で２時間取り組みました。昨年度までは比較にならない
ほどの勉強を重ね、弱点を克服し、勝負の夏を乗り切ることができました。ですが、まだ
まだ目標には及びません。私立高校受験まで残り四ヶ月の間に、更に実力を伸ばす必要が
あります。しかし、今年度は体育祭、修学旅行、華秋祭の三大行事がすべてこの間に実施
され、例年以上に忙しい時期となります。そこで、重要になってくるのが授業や休み時間
の過ごし方だと考えます。解決できない問題はグループの仲間に積極的に質問して解決し
たり、休み時間にも勉強に励んでクラスメイトに聴いたりするなどの態度が必要となって
くると思います。僕と同じグループになった人、三年二組の皆さん、志望校合格に向けて 
一緒に頑張りましょう。また、どの行事も私たち３年生にとって中学校生活最後のものに
なります。状況はどうなるか分かりませんが、中学校生活を充実させるために、どの行事に
も全力で取り組みます。体育祭では僕は応援団役員を務めます。１、２年生をリードし、総
合優勝を目指します。修学旅行では京都・奈良に赴いて日本の歴史を学び、日本のよさを改
めて実感したいと思います。華秋祭は学級で取り組む唯一の行事なのでクラスの仲間と団
結していいものを作り上げたいです。残り半年の中学校生活、悔いの残らないように全力で
取り組みたいと思います。 
 
 
 
 
 生徒会代表 

（３年６組）  
   

 みなさん、今年の夏は東京オリンピック・パラリンピックが開催される中、どのように 
過ごしましたか。充実した夏休みを過ごすことができたでしょうか。 
 １、２年生は今年度も新型コロナウィルスの影響で部活動が大きく制限されてしまいま
したが、その中でも成長につなげることができたでしょうか。３年生は進路を見つめ、そ 
の実現に向けて学習に励んだことと思います。私自身は１、２年生の学習内容の復習に取り
組みました。復習してみると忘れてしまっているものや分からないところが多くありまし
た。私はそういった部分をなくすため、基本から学習し、分からないところを友達に教えて
もらって、分からない部分をつぶせるように頑張りました。学習時間も十分に確保すること
もできて、実力が伸びたことを実感しました。夏休みが明けてからはより発展的な問題に取
り組み、一層実力を伸ばせるように頑張りたいです。 
 学校行事では体育祭、コーラスコンクール、修学旅行が控えています。感染状況次第で
どうなるかは分かりませんが、私たち３年生にとってはどれも中学校生活最後の行事とな 
るので、全力で取り組み、楽しみたいと思います。 
 最後に生徒会本部役員として、学校生活をよりよくするための活動を頑張りたいです。
差し当っては夏休み前に実施した意見箱で、皆さんからいただいた意見をもとに改善案を
実行に移していければと思います。生徒会本部役員の任期は残りわずかですが、自分にで 
きることを精いっぱい取り組んでいきたいと思います。 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


