
 

 

 

 

 

 

あけましておめでとうございます。 

令和 3 年は丑（うし-牛）年です。調べてみますと、十二支の動物の中で最も動きが緩慢で歩みの遅

い丑（牛）の年は、先を急がず一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年と言われているようです。 

さて、１２月２５日のテレビ放送による全校集会で、生徒のみなさんには、「一年の計は元旦にあり」と

いうことわざについて次のような話をしました。以下は内容の概略です。[『一年の計画は年の初めであ

る元旦（1月 1日の朝）に立てるべきであり、物事を始めるにあたっては、最初にきちんとした計画を立

てるのが大切だということ。』です。とは言えなかなか計画通りにいくものではありません。『こんな一年に

したい！』という思いは、誰にでもあるはずです。どんな一年にしたいのかしっかりイメージして、イメージに

近づけるために何をすればよいのか、どんな努力が必要なのかを考えてみましょう。] 

また、「初日の出」の話もしました。[元旦といえば初日の出。一年３６５日、毎日太陽は東の方角から

昇ってきますが、元旦の日の出には特別な意味をもたせることが多いようです。県内には初日の出スポッ

トが多くあるようです。しかし、令和３年の初日の出は、密を避ける意味でも、自宅から見ることをお勧め

します。私には、中学校時代の初日の出の思い出があります。高校受験を控えた中３の大晦日にふと思

いたちました。「徹夜して受験勉強して、初日の出にお祈りしたらきっと合格する（のではないか？）！」と

いう全く根拠のない思い込みにより徹夜で勉強し、初日の出に向かって手を合わせた記憶があります。

そのおかげかどうかわかりませんが、志望校に合格できたことを思い出します。太陽に願いをかなえる力

があるわけではないのですが、何か大きなパワーを分けしてもらった気が今でもします。 

初日の出を見ながら、これからの一年に思いをはせる。私は「どうかみなさんにとって平穏な一年であ

りますように」と願うつもりです。] 

令和 3年元旦は晴天でした。自宅 2階ベランダから初日の出にお願いすることができました。犬吠埼

に遅れること約 30分の 7時 15分、穏やかな一年の始まりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

千葉市立葛城中学校 

学校だより 0２-13号新春特大号 

令和３年１月（睦月）６日（水） 

学校園委員会による花壇整備     学校園委員会委員長 ２年Ｃ組 Ｋ・Ｈ 

12月８日に校長室前と３年Ａ組と保健室前の花壇２か所に花を植えました。植えた花は三種類でパンジ

ー・ノースポール、ジュリアンです。どの花も可憐に咲いていて、見ていてとても心が落ちつきます。こ

のように植物にはリラックス効果があります。私は花壇を通してよりたくさんの人に植物に興味をもって

もらい、さらに花壇が学校中のほっとする場所の一つになればと思っています。これからも、学校園委員

会の活動にご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

用務員のＴさんに

花を植える位置や

植え方のポイントを

教わりました！ 

 
保健室前花壇 校長室前花壇 

校長 鎌野 繁

 



『 学校は生徒ありき 』                                1 学年主任   Ｍ・Ｔ 

 コロナ禍で始まった中学校生活。みなさんの不安もとても大きかったと思います。私たち学年職員はみなさ

んにとってかけがえのない大切な思い出を残していけるよう、様々なことを模索してきました。今年度予定さ

れていた行事は、感染症防止対策のため、内容の変更等がありましたが、どのような状況下であっても仲間

と協力し、全力で挑戦するみなさんの様子から、そのどれもが意義のある活動であったと確信しています。私

たち学年職員は、そんな１年生のみなさんを誇りに思っています。これまで築き上げてきた学級の絆を大切に

し、さらに質の高い学級集団を形成していくことを期待します。みなさんの笑顔が私たちにとって何よりの幸

せです。今後も、「誰もが安心して過ごせる学級・学年」を念頭に置き、毎日を大切に過ごしていきたいです。  

『 夢に向かって一歩を踏み出そう 』                       ２学年主任   Ｍ・Ｔ 

 新年明けましておめでとうございます。今年は、穏やかな新年の始まりとなりました。いよいよ最高学年とな

る年です。進路選択に向けて、積極的に調べたり考えたりして、夢に向かって一歩を踏み出す一年にしたい

と思います。コロナ禍が続く 2021 年は、体育祭や修学旅行など、行事への取組も規制があると思います。

しかし、そのような中で何ができるのか、今できることを考え、工夫しながら生徒とともに取り組んでいきたい

と思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

『 新たなステージへ 』                                ３学年主任   Ｍ・Ｓ 

 明けましておめでとうございます。昨年は社会的にもみなさんにとっても激動の一年となりました。今年はど

んな一年になるのでしょうか。みなさんにとって何よりも大切になるのは、おそらく進路選択と卒業でしょう。み

なさんはこの三年間、様々な行事や生活をともにし、大きく成長してきました。ともに笑いともに泣いた日々の

思い出は、間違いなくみなさんの力となるはずです。今こそ、みなさんがそれぞれのステージへと進んでいく時

です。中学校生活は残りあとわずかですが、素敵な一年にしましょう。今年もよろしくお願いいたします。                      

表彰          おめでとうございます！表彰は、１/６の全校集会で行います。 

〇国語科「社会を明るくする運動」作文コンテスト  

優秀賞 ３年 C 組 Ｓ・Ｒ さん   奨励賞 １年 D 組 Ｔ・Ｍ さん 

〇バレーボール部  千葉市優秀選手証  ２年 C 組 Ｎ・Ｈ さん 

吹奏楽部 クリスマスコンサート                         吹奏楽部顧問 Ｎ・Ｎ 

今回は、３年生が引退し、新体制として初めてのコンサートでした。部員たちにとっては各自の成長を披露

する大切な機会でもありました。コロナ禍のため音楽室での合奏が行えず、寒空の下、中庭で行うなど制限

のある中での練習でしたが、本番に向けて一生懸命準備を行ってきました。当日は、感染症拡大防止のた

め保護者の方へ披露することができず、ビデオ撮影のみとなりました。「ビデオを通して見ていただきたい」と

いう思いで、全力で演奏しました。今後は、何らかの形で部員の頑張った成果を是非見ていただけたら嬉し

いです。 



 

 

 

 

先生方に新年の抱負を漢字一文字で表してもらいました！みなさんが新年の抱負を漢字一文字で表すなら

ばどんな文字にしますか？ぜひ考えてみてください。 

創 
「そう」はじめ、はじめる

の意味。令和３年が「何か」

をはじめる年になってほし

いと思います。 

和 
和やかな雰囲気が日本

中、世界中につくられるこ

とを願っています。 

滅コロナ！ 

慎 
詰めが甘いところがあ

るので、身を慎み、より周

囲に気を配り、慎重にも物

事に取り組みたいです。 

柔 
どんな時も穏やかで何

があってもしなやかに、柔

軟だけど芯はブレない、そ

んな人になりたいです。 

心 
未だに経験したことのな

い 2020 年でしたが、強

い心で新しい年を充実し

た一年にしたいです。 

四 
五は難しそうなのでまず

は四を目指します。今年も

昨年以上に邁進し、学校園

の花壇を充実させます。 

逢 
いろいろな制限がある

中で、また新しい形での出

会いを心掛け、大切にして

いきたいです。 

聴 
心を落ち着けて注意深く

耳を傾け「耳・目・心」の感覚

部分を使って世界中の色々

なことを吸収したいです。 

解 
一つ一つ理解を深めて

いきたいです。そして早く

色々なことが解明され解

決してほしいです。 

役 
 自分のすべきこと、役

目、役割を果たし、人の役

に立ちたいです。 

今 
「いつやるの？今でしょ」

やるべきことを先延ばしに

せず、楽しむことを忘れず

に邁進していきたいです。 

笑 
 「笑顔で」幸せになれま

すようにと願いを込め

て・・・ 

明 
 新型コロナウイルスに

負けず、明るく元気に過ご

していきたいです。 

家 
学年の生徒たちと家族同

然の信頼関係を築いていき

たいです。また家族との時

間も大切にしたいです。 

治 
 世の中が治まりますよう

に・・・ 

清 
 このような時世だからこ

そ、清々しくさっぱりと迷

いなく前に進んでいきた

いと思います。 

自 
自ら気づき、自ら動ける

人になりたいです。自分の

ペースを保ちつつ、努力し

ていきたいです。 

和 
自分の周りに関わる多

くの人との和を大切に多く

のことをやっていく一年と

なるように・・・ 

続 
「継続は力なり」最近続

けることの大切さを改め

て感じ、諦めずに続けてい

こうと決心しました。 

遊 
「よく遊び、よく学べ」とい

う諺があります。何事にも楽

しんで取り組みたいと思い

ます。（新しいことにも） 

葛城中教職員新年の抱負 

初任者指導 

Ｏ・Ｉ 

教務主任 

Ｓ・Ｙ 

校長 

鎌野  繁 

事務職員 

Ｔ・Ｒ 

教頭 

Ｋ・Ｋ 

技能員 

Ｔ・Ｙ 

養護教諭 

Ｍ・Ｎ 

図書館指導員

Ｎ・Ｋ 

スクールカウンセラー 

Ｔ・Ｙ 

給食室 

Ｈ・Ｓ 

学習支援員 

Ｙ・Ｃ 

ＳＳＳ 

Ｙ・Ｍ 

１年Ｂ組担任

Ｙ・Ｙ 

１学年主任 

Ｍ・Ｔ 

給食室 

Ｎ・Ｔ 

１年Ａ組担任

Ｉ・Ｙ 

１年Ｄ組担任 

Ｔ・Ｋ 

１年Ｃ組担任 

Ｎ・Ｍ 

1学年副担任 

Ｙ・Ｍ 

1学年副担任 

Ｋ・Ｙ 



寿 
今年も幸福でおめでた

い年になるように、心豊か

に一年を過ごしたいと思

います。 

哲 
自分の一文字から取り

ました。物事をよく考え、

哲学することをしたいで

す。 

学 
人生常に勉強。学ぶ姿勢

を忘れずに、進化を目指し

ていきたいです。 

家 
今年も家族との時間を

沢山とることができるよ

う、効率よく働き、家族を

大切にしていきたいです。 

言 
たくさんの言葉に出会

えるような実りある一年に

していきたいです。 

家 
よりよい家庭を築くこと

が、よりよい仕事につながっ

ていると感じます。家族を

大切にしていきたいです。 

誠 
私利私欲を交えず、真心

をもって人や物事に対して

接していきたいと思いま

す。 

実 
自分の目標を実現させ

る一年にしたいです。毎日

楽しく仕事もプライベート

も充実させたいです。 

家 
 今年は、できるだけ早く

家に帰り、家庭を大切にし

ます。そして、新たな家を

購入し、引っ越します。 

進 
３年生全員の進路をしっ

かりと実現させ、自分自身

もしっかりと進化する一年

にしたいです。 

穏 
挑戦するためには、心穏や

かにゆとりをもって過ごすこ

とが大切だと思います。今年

もどんなことにも挑戦する！ 

食 
生きていくために一番

大事なのは食事です。美味

しいものをたくさん食べて

元気に過ごしたいです。 

健 
自分の名前の漢字でも

あります。一年間健康に過

ごしたいと、毎年正月に初

詣で願います。 

平 
今年は、平和で穏やかに

過ごしていきたいです。 

静 
「冷静に行動」 

心穏やかに 

静かに行動します。 

応 
 変化、多様性に柔軟に、

平常心をもって対応でき

る大人でありたいです。 

 

【１月の予定】          
６日（水）全校集会・火５・火６・給食なし 
７日（木）給食開始・ふれあう時① 
８日（金）月曜日課・リーダー会議 

１２日（火）火１～５・職員会議部活動中止・完全下校 
１３日（水）3年私立入試事前指導・専門委員会 
１４日（木）学級専門委員会・ふれあう時② 
１５日（金）中央委員会 
１８日（月）3年2校時終了後下校（給食カット） 
      学年会 部活動中止・完全下校 
１９日（火）ふれあう時③・総合展（～２４日） 
２０日（水）ふれあう時④ 
２１日（木）全体研修会 部活動中止・完全下校 
２２日（金）ふれあう時⑤ 
２３日（土）PTA理事会（運営委員会）１０：００ 
      おやじの会奉仕活動８：００～ 
２５日（月）次年度対策会議 部活動中止・完全下校 
２６日（火）旅立つ時（５・６校時） 
２８日（木）３年後期期末テスト 

【３年生進路本番】 
 ３年生は、いよいよ６日から私

立高校前期入試出願が始まりま

す。ここまで、自分の将来につい

て真剣に考え、その実現に向けて

受験勉強にも意欲的に取り組んできた３年生のみな

さん。入試当日に向けて、学習面、体調面ともに万全

の体制で臨んでください。葛城中全体で３年生の合

格をお祈りしています。 

【第７期 給食費等振替について】 

今月２５日（月）は、給食費等の第７期振替日です。

残高の確認をお願いします。引き落としができない場

合、来月１５日（月）に再振替を行います 

◇お問い合わせ 保健体育課公会計班 ２４５－５９０９ 

 

２年Ａ組担任 

Ｎ・Ｔ 

 

2学年主任 

Ｍ・Ｔ 

２年Ｂ組担任 

Ｓ・Ｔ 

２年Ｃ組担任 

Ｏ・Ｔ 

２学年副担任 

Ｍ・Ｋ 

２年Ｅ組担任 

Ａ・Ｊ 

２年Ｄ組担任 

Ｓ・Ａ 

２学年副担任 

Ｓ・Ａ 

３年Ｂ組担任 

Ｎ・Ｎ 

 

３年Ａ組担任 

Ｉ・Ｒ 

 

３学年主任 

Ｍ・Ｓ 

３年Ｃ組担任 

Ｍ・Ｔ 

 

３年Ｄ組担任 

Ｎ・Ｋ 

 

英語科講師 

Ｋ・Ｃ 

３学年副担任 

Ｎ・Ｈ 

 

３学年副担任 

Ｏ・Ｓ 


