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 臨時休校から始まった令和２年度も、瞬く間に卒業式、修了式を迎えました。感染症対策による制限、制約が多

く、活動がままならない１年間でしたが、生徒の皆さんは仲良く、穏やかに学校生活を送ることができました。 

 この１年間、私たち教職員が子どもたちと向き合い、教育活動に専念することができたのも、保護者の皆様の温

かいご理解、ご協力、そして地域の皆様のご支援があってこそ成し得ることができたものととらえています。本当

にありがとうございました。心から感謝を申し上げます。 

 なお、２ページ以降に３月１９日（金）に挙行しました卒業式の言葉、祝辞を掲載しましたので、ご一読いただけ

れば幸甚に存じます。 

 

 

 

令和３年４月～７月 令和３年８月～１２月 令和４年１月～３月 

【４月】 

 ６㈫ 始業式 

 ７㈬ 入学式 

 ９㈮ ３年校外学習 

１０㈯ 土曜授業公開 

     保護者会 

２８㈬～２９㈭ 

    ２年防災宿泊体験 

【５月】 

 ８㈯ 土曜授業公開 

１７㈪ ３年音楽鑑賞教室 

１９㈬ 運動会予行 

２２㈯ 運動会 

２４㈪ 振替休業日 

【６月】 

 ３㈭～５㈯ 

    ３年修学旅行 

１２㈯ 土曜授業公開 

１４㈪～１６日㈬ 

    ２年八ヶ岳移動教室 

２３㈬～２５㈮ 

    期末考査 

【７月】 

 ２㈮ ３年ＴＧＧ 

 ７㈬～９㈮ 

    １年八ヶ岳移動教室 

１０㈯ 土曜授業公開 

２０㈫ 終業式 

２６㈪～３０㈮ 

    三者面談 

【８月】 

２３㈪～２６㈭ 

    区総合体育大会 

３０㈪ 区連合音楽会 

【９月】 

 １㈬ 始業式・防災引渡し訓練 

 ７㈫～９㈭ 

    ２年職場体験学習 

１１㈯ 土曜授業公開 

２１㈫～２２㈬ 

    中間考査 

２８㈫ ２・３年演劇鑑賞教室 

【１０月】 

 １㈮ 都民の日（休日） 

 ８㈮ 全校英検 

 ９㈯ 土曜授業公開 

２３㈯ 学習発表会 

２５㈪ 振替休業日 

【１１月】 

 １㈪～９㈫ 

    ３年三者面談 

１３㈯ 土曜授業公開 

１７㈬～１９㈮ 

    期末考査 

【１２月】 

 ２㈭～１０㈮ 

    三者面談 

１１㈯ 土曜授業公開 

２４㈮ 終業式 

【１月】 

１１㈫ 始業式 

１５㈯ 土曜授業公開 

    百人一首大会 

【２月】 

 ４㈮ ２年校外学習 

２２㈫～２５㈮ 

    学年末考査 

【３月】 

 ３㈭ ２年ＴＧＧ 

１５㈫ 卒業遠足 

１７㈭ 卒業式予行 

１８㈮ 卒業式 

２３㈬ １・２年保護者会 

２５㈮ 修了式 

 

 

 

六中だより 

【教育目標】○責任を重んじる ○学習に励む ○健康なからだをつくる ○美しい生活を求める 

文京区立第六中学校 校長 小椋 孝 

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/dairoku-jh/ 

 １年間のご理解、ご協力、そしてご支援に心から感謝を申し上げます 

 令和３年度 主な行事予定 

 

この予定は、現時点の

ものであり、感染症の動

向等によって変更にな

る場合がございます。 

なお、変更の場合は、

改めてお知らせします。 
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 春の花が咲き、光に満ち満ちた様子を表す言葉「春爛漫」。もうすぐ、手の届くところまで近付いていることを

感じることができます。春の訪れは、私たちの心を軽やかにしてくれます。待望の緊急事態宣言の解除が発表さ

れたところで、文京区立第六中学校「第７２回卒業式」を挙行できることを、とてもうれしく感じます。 

 １・２年生は、アリーナでの参列が叶いませんでしたが、それぞれの教室からオンラインで、心を一つにして

卒業生の門出をお祝いしてくれています。 

 今年度は、臨時休校や感染症対策による制限や制約が長く続き、多くの行事がやむなく中止となるなど、卒業

生の皆さんが最高学年としての活躍を見せる場が少なくなってしまい、誠に残念でなりません。しかしながら、

皆さんは、日々の学校生活において、立派に六中の最上級生として、後輩の模範、そしてあこがれの存在となる

姿を見せてくれました。これは、身体的距離をとっていても、中学校３年間の学校生活において、しっかりと耕

し、積み上げてきた心の距離がとても近く、日々、穏やかな気持ちで互いを思いやり、生活することができたか

らこそだと感じています。 

 １０月に、六中の伝統を継承、発展させていくことを切に願い、何とか実現にこぎつけた学習発表会では、「舞

台の部」「体育の部」のそれぞれで、立派に本校の最高学年としての姿を示してくれました。皆さんが、今まで以

上に光り輝かせてくれた六中の伝統と誇りは、皆さんの背中を見て、そのひたむきな努力と絆の強さを目の当た

りにしてきた在校生諸君が立派に継承し、脈々と受け継いでいってくれるものと期待しています。 

 これから皆さんがはばたいていく社会は、楽しいときや明るく光り輝くときもあれば、悲しい出来事やつらく

困難なときもあることでしょう。悩み事があるときや、つらいとき、また困難なときは、一人で抱え込むのでは

なく、大人を含めたなるべく多くの人と相談するなどして、分かち合うことが大切です。また、課題を解決する

ためには、仲間と協力すること、一つの目標に向かって団結すること、それぞれが目標達成のためにできること

に取り組み、その役割をしっかりと果たすことなどが求められます。皆さんは、制限や制約の多い中でも、それ

ぞれの実践を通して一丸となり、素晴らしい成果を上げてきました。みんなが思いやりをもって助け合っていく

中で、互いに協力して認め合い、信頼して支え合い、団結してさらに高め合っていくという営みは、将来にわた

って生きて働く力の基盤となるものだと信じています。 

 本日、旅立ちのときを迎え、寂しさも感じるところですが、皆さんが未来へはばたき、成長していくという期

待感は、それを大きく上回るものです。六中における３年間の学校生活を通して、かけがえのない仲間と共に培

ったこの素晴らしき財産を、次のステージでも存分に発揮することを切に願っています。 

 保護者の皆様、厳しい社会情勢の中でも、私たち教職員が子どもたちと向き合い、教育活動に専念できたのは、

保護者の皆様の全面的なご理解、ご協力があったからこそ成し得ることができたものです。本当にありがとうご

ざいました。心から感謝を申し上げたいと存じます。 

 結びに、輝く未来に向けて、常に学ぶ姿勢と健やかな心をもち、自己実現を目指してたくましく、しなやかに

生きていくこと、そして未来の創り手として大きく成長することを心から祈念し、私から卒業生の皆さんへの「は

なむけ」の言葉といたします。 

 

     令和３年３月１９日 

                              文京区立第六中学校長  小椋  孝    

 

 校長の言葉   校長  小椋 孝 
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 本日晴れて門出の日を迎え、希望に胸膨らませてご卒業される 3 年生の皆様、在校生を代表して心よりお祝い

を申し上げます。 

 今、先輩方との思い出を振り返ってみると、先輩方が、常に私たち後輩の前を歩き、お手本となってくださっ

たことの偉大さを改めて実感しています。 

 先輩方は、いつも全力で行事に取り組んでいました。運動会での声援には、言葉の一つ一つに仲間を思う熱い

気持ちが込められていました。全校ソーランの切れのある踊りからは、六中の伝統を継承し発展させていくとい

う力強く、熱いメッセージが感じられました。そんな先輩の背中を見ていた私達はいつも、尊敬と憧れの気持ち

を抱いていました。 

 今年度の学習発表会は、例年のようにアリーナで実施することはできませんでした。しかし、先輩方はこのよ

うな状況下でも一人一人の気持ちが一つになれば、聴いている人に感動を与えることができること、そして、私

たち後輩に不撓不屈の精神「何事もやればできる」ということを、歌声を通して教えてくださいました。心を一

つにした美しいハーモニーがあの広いシビックホールいっぱいに響きわたり、まさに今、その瞬間を輝く三年生

の姿を誇りに思いました。 

 委員会では、一つの案をとことん追求し、的確で重みのある意見を出してくださいました。六中の未来のため

にどうしていけばよいのかを本気で考えていることが伝わってきました。 

 部活動では、いつも率先して行動し、私達の手本となる姿を見せてくださいました。現状に満足するのではな

く、より高い目標に向かって努力する姿を見て、私たち自身の気持ちを奮い立たせることができました。先輩方

の積極的な活動のおかげで今の六中の良い雰囲気があるのだと思います。 

 このように、先輩方は、私たちの心には、目の前の一つ一つのことに丁寧に取り組み、伝統を守りながら、常

に新たな挑戦をしていく開拓者のように映っていました。 

 今、3年生の皆様は、どのような気持ちを抱いて座っていらっしゃいますか。六中から旅立つ寂しさ、新しい世

界へ踏み出す希望や不安。様々な気持ちをもってこの場にいらっしゃるかと思います。 

 元メジャーリーガーのイチロー選手の言葉に「壁というのはできる人にしかやってこない。越えられる可能性

がある人にしかやってこない。だから壁がある時はチャンスだ。」というものがあります。この三年間、1人 1人

様々な壁に直面したことと思います。しかし、この言葉の通り、乗り越えられない壁はありません。そして乗り

越えてきたからこそ、今の先輩方がここにいるのだと思います。 

 先輩方には、３年間共に学び、笑い合い、励ましあった仲間がいます。ずっとそばで支えてくださったご家族、

先生方がいます。六中で過ごした３年間で培った前向きな気持ちを胸に、どんな困難をも自分自身を磨くチャン

スだと思い、力強い一歩を踏み出してください。在校生一同、これからも全力で応援しています。先輩方の未来

が明るく希望に満ち溢れたものとなることを願い、在校生からの送る言葉といたします。 

 

     令和３年３月１９日 

                                   在校生代表  坂西 一眞    

                                          田端  歩    

 

 

 卒業生を送る言葉   坂西 一眞 さん（2B） 田端 歩 さん（2A） 

田端 歩 
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 桜が咲き春を感じるこの良き日に、私たちは３年間慣れ親しんだこの第六中学校を卒業します。この日を迎え

て思い出されるのは、３年間かけて創り上げてきた仲間との絆です。 

 １年生の時は、八ヶ岳移動教室、初めての運動会、学習発表会、百人一首大会など、あっという間に過ぎてい

きました。２年生は、各行事や委員会活動、部活動など、自分たちが中心となって活動する場面が増え、１つ１

つのことに対して、より責任を持つようになった１年でした。３年生を支え、１年生を引っ張っていくことを通

して、多くの学びを得ることができたと思います。鎌倉校外学習では、同じ班の友達と協力しながらルートを考

え、初めての班行動を経験しました。 

 そして、もうすぐ最高学年の３年生。そう考え始めた２月末、新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣

言が出され、突然の休校になったまま、３年生を迎えることになりました。学校が再開したのは６月、クラスを

二つに分けての授業だったため、中学校生活最後の年を新クラス・最高学年として今までと同じようにやってい

けるのか不安でいっぱいでした。しかし、それまで会えなかった友達に会えて、とても嬉しかったです。クラス

単位で授業ができるようになっても、時差登校しなくてはならない、班をつくれない、話し合い活動ができない

などの制限があり、それまで、当たり前のように送っていた学校生活が、当たり前でないことに気付かされた１

年間でした。 

 そのような中で行われた最後の学習発表会。展示の部がなくなり、舞台の部と体育の部で競う、例年にない形

で行われました。そして、ただついて行くだけだった１、２年生の時とは違い、私たち３年生が引っ張っていく

立場となって行う初めての行事でした。 

 合唱コンクールでは、課題曲はなく、自由曲１曲だけになりました。クラス全員で練習する機会が限られ、マ

スクとフェイスシールドを着用し、息苦しさに耐えながらの練習。話し合いをするときも距離をとりながら行う

など、工夫しなければならないことがたくさんありました。しかし、苦労しながら作り上げた合唱は、どのクラ

スも素晴らしく、文京シビックホールに、今までで最高の歌を響かせることができたと思います。 

 体育の部では、限られた種目しか行えず、毎年練習してきた大むかで競走をできなかったことが残念でした。

でもその分、全校ソーランだけは例年以上に盛り上がるものにしたいと、必死に練習を重ねました。自分たちが

前列で踊ることで、１、２年生に背中で六中の伝統を伝えることができたと、ソーラン隊長として私は確信して

います。 

 行事はもちろんのこと、日常生活を通してもクラスの仲が深まり、最高のクラスで最高の１年となりました。

３年生として、一緒に過ごせた時間は短かったですが、それを忘れてしまうくらい、密度の高い時間を過ごせた

と思います。「友達」から、「チーム六中の仲間」となることができました。 

 第六中学校での３年間は、私たちに多くの学びと育ちを与えてくれました。学習面でも、精神面でも大きく成

長することができました。だからこそ、３年間私たちを指導してくださった先生や指導員の方々には感謝の気持

ちでいっぱいです。また、私たちの生活を支えてくださった主事さん方、事務の方々、私たちの健康を第一に考

えてくださった栄養士さんと給食調理の方々、親身になって相談に乗ってくださったカウンセラーの方々、私た

ちを見守り協力してくださった地域の方々、今までありがとうございました。 

 最後にお父さん、お母さん。今まで支えてくれてありがとう。たくさん迷惑を掛けましたが、いつも味方にな

ってくれるのが嬉しかったです。これからも心配をかけるかもしれませんが、変わらずに見守ってください。 

 ３年間、楽しいことも苦しいこともありましたが、仲間とともに乗り越えてきたからこそ、たくさんの思い出

ができました。この３年間は、私たちにとってかけがえのない、大きな宝物です。毎日仲間と楽しく過ごした日々

にはもう戻れないと思うと、とても寂しくてつらいです。しかし、私たちはこれからの未来に向かって、大きく

飛躍するためにも、この慣れ親しんだ第六中学校を、今卒業します。ありがとう六中、そして、さようなら。 

     令和３年３月１９日 

                                   卒業生代表  麻畑 滉樹    

                                          倉島  結    

 卒業生の言葉   麻畑 滉樹 さん（3B） 倉島 結 さん（3B） 

田端 歩 
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令和 2年度 中学校卒業式お祝いの言葉 

 

 卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

 今皆さんは、卒業証書を手にし、中学校の３年間を修了した満足感と、これから始まる新しい生活に対す

る大きな期待で胸がいっぱいのことと思います。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休校や、様々な教育活動の制限などがあり、厳し

い１年となりました。このような学校生活においても、皆さんは、最上級生として、学校全体を盛り立てて

くれました。皆さんの姿は、下級生の目にとても頼もしく映っていたことと思います。 

 保護者の皆様におかれましては、義務教育を修了し、立派に成長した子どもたちの姿をご覧になり、感慨

深いものがあることと存じます。子どもたちのご卒業を、心よりお祝い申し上げます。 

 さて、ここ文京区には、多種多様な植物を四季折々に楽しむことができる小石川植物園があることを、皆

さんも知っていることと思います。かつてそこには、小石川養生所という医療施設がありました。その小石

川養生所の設立や運営に大きく関わった小川笙船（おがわ しょうせん）という方の話をします。 

 笙船は、小石川伝通院に住む腕のいい町医者でした。江戸時代の医療は、現在とは異なり、一部の人たち

しか医師の診察や治療を受けることができませんでした。このような状況に胸を痛めた笙船は、自分の診療

所で庶民に診療を施すとともに、誰もが無料で診察を受けられる医療施設の開設を幕府に訴えました。そし

て、日本における庶民のための医療制度の原点とも言える小石川養生所が誕生しました。 

 初代所長となった笙船は、病気から人々の命を守るという使命感をもって診察を続けるかたわら、自分と

同じ志のある若い医師を集め、実際に治療を行って見せて学ばせました。笙船は多くの病んで苦しんでいる

人の診察や若い医師たちへの指導で忙しい毎日を送っていましたが、どんなに忙しく疲れていても、若い医

師たちの悩みや疑問が書かれた日誌に目を通し、一人一人に声を掛けるなど医師としての姿を示しました。 

 笙船は、人々の命を守るという強い意志をもち、その実現を目指し、希望と勇気をもち、たゆまぬ努力を

続けた人でした。そして、困難を乗り越え最後までやり遂げることで、医療の発展に貢献しました。 

 卒業生の皆さん。皆さんの未来は、大きく開かれ、可能性に満ちています。しかし、時には、思い通りに

行かないことや大きな困難に出遭うこともあるでしょう。そのような時には、ここ文京の地で強い意志をも

ち続けた笙船のように、これまで培ってきた自分の力を信じてください。そして、強い意志と情熱をもち、

自分の役割と責任を果たし、夢や希望の実現に向けて突き進んでください。皆さんの夢や希望の実現が周囲

の人々の幸せにつながることを期待しています。 

 結びにあたり、卒業生を温かく見守り、３年間ご指導くださった校長先生をはじめ教職員の方々と、本校

の教育活動にご理解とご協力を賜りました保護者並びに地域の皆様に、心より感謝の意を表しますととも

に、卒業生一人一人の前途に幸多いことをお祈りし、お祝いの言葉といたします。 

 

     令和３年３月１９日 

                                  文京区長  成澤 廣修    

                                  文 京 区 教 育 委 員 会    

 卒業式祝辞   文京区長 成澤 廣修 様 並びに 文京区教育委員会 
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お祝いのことば 
 

 皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

 晴れの卒業式にあたり、文京区議会を代表いたしまして、心からお祝いを申し上げます。 

 振り返れば皆さんは、大きな期待を胸にこの母校に入学し、３年間で、先生方、友だち、そして地域の方々

から多くのことを学び、充実した中学校生活を送られてきたことと思います。 

 そして４月からは、心機一転、それぞれの道に進むこととなりますが、これまでに培ってきた知識や経験

を十分に生かし、夢と希望をもって、一歩一歩、着実に歩んでいただきたいと願っています。 

 さて、新型コロナウイルスの感染拡大のなか、日常や学校生活における制約、受験対策など、これまで誰

も経験をしたことがないような困難の中、今日の日を迎えることとなりました。 

 この困難に打ち勝ってほしいと願い、多くの困難を克服して活躍した宇宙探査機“はやぶさ”の話をさせて

いただきます。 

 “はやぶさ”初号機は、小惑星イトカワの星のサンプルを採取することなどを目的に、２００３年に地球を

飛び立ち、２００７年に帰還する予定でした。 

 小惑星イトカワに接近した“はやぶさ”は、自らの判断で着陸制御を行い、サンプルの採取までは比較的順

調に進みましたが、地球への帰還に向けて様々なトラブルに見舞われました。 

 燃料漏れや化学エンジンの完全停止、イオンエンジンの故障、約２か月にわたる通信途絶など、帰還を断

念せざるを得ない状況でした。しかし、多くの関係者が決してあきらめることなく、はるか遠い宇宙を彷徨

う“はやぶさ”の復活を信じ、“３年間”もの不屈の精神、創造性と努力を積み重ねた結果、２０１０年６月に

地球への帰還を果たしました。 

 そして、“はやぶさ”は、“月”以外の天体に着陸し、そのサンプルを持ち帰った世界初の探査機となりまし

た。 

 その後、初号機の経験を生かした“はやぶさ２”は、地球生命の起源を探るために、２０１４年１２月に小

惑星リュウグウを目指して飛び立ち、新たな困難も乗り越え、昨年１２月に回収したサンプルを地球に向け

放出しました。そして地球に帰ることなく、新たな小惑星に向けて出発しました。この活躍は、全世界が“完

璧”と認め話題にもなりましたので、皆さんの心にも何か感じるものを残したのではないでしょうか。 

 これから先、皆さんは様々な困難に直面していくことでしょう。その中で、時には挫けてしまうこともあ

ると思います。 

 挫けることは決して恥ずかしいことではありません。困難に挑み立ち向かうことが大切なのです。人は

日々学び、経験を積み重ね成長していきます。自分を信じ、仲間を信じて進んでください。 

 新たな広い世界へ飛び立ち、未知なる経験に挑み続ける皆さんを、私たちはこれからも応援していきます。 

 保護者の皆様、お子様が義務教育の全課程を修了し、本日の栄えある日をお迎えになられましたことを、

心よりお慶び申し上げます。 

 文京区議会といたしましては、本校のような素晴らしい卒業生を輩出できますように、教育環境の整備に

全力を尽くしてまいりますので、引き続きご理解とお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。 

 結びに、深い愛情と高い教育理念をもって、卒業生を導いてくださいました校長先生をはじめとする諸先

生方、いつも温かい眼差しで子どもたちを見守ってくださいました地域の皆様に、心から感謝と敬意を表し

まして、お祝いの言葉といたします。 

 

     令和３年３月１９日 

                               文京区議会議長 海老澤 敬子    

 

 卒業式祝辞   文京区議会議長 海老澤 敬子 様 


