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六中だより
【教育目標】○責任を重んじる

文京区立第六中学校

校長

小椋

○美しい生活を求める

２学期のスタートに当たって
感染症拡大の状況を受け、始業式を本日に延期して２学期が始まりました。引き続き感染症対策を万全に講じる
ことを第一として、これまでと同様に自他を尊重した集団の学びを大切にしながら、生徒の健やかな成長と自己実
現を第一に考えた教育を推進してまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。
２学期からタブレット端末の持ち帰りが始まりました。学習面やご家庭との連絡等の面で活用が期待できますが、
これから生徒、ご家庭とより有効な活用方法についてご一緒に考えていくものととらえています。欠席等の連絡は、
引き続き朝のうちに電話でご連絡ください。生徒のことのみならず、タブレット端末や感染症に関することなど、
ご不安な点やご心配な点がございましたら、遠慮なくご相談ください。今学期もよろしくお願い申し上げます。

９
月
の
主
な
行
事
予
定

１１日（土） ・・・・・・・・・・ 土曜授業／保護者等への公開、オープンキャンパスは中止
＜１年＞職業講話 ＜２年＞がん教育講演会
＜３年＞都英語スピーキングテスト
１６日（木） ・・・・・・・・・・ 生徒会役員選挙（感染症の状況により形式を変更して実施）
２１日（火）／２２日（水） ・・・ ２学期中間考査（予定通り実施）
２４日（金） ・・・・・・・・・・ ＜２年＞ブラインドサッカー体験
２８日（火） ・・・・・・・・・・ ＜２・３年＞区連合演劇鑑賞教室／宝生能楽堂で能楽を鑑賞
＜３年＞修学旅行 ・・・・・・・・ 延期／３月（都立後期・第二次検査以降）で調整中
＜２年＞八ヶ岳移動教室 ・・・・・ 残念ながら中止／区教育委員会が代替行事の実施を検討中
＜１年＞八ヶ岳移動教室 ・・・・・ 延期／来年度（２年次）に延期

六中生の活躍 ～ 夏季休業日中に行われた大会、コンクールなどの結果 ～
【文京区立中学校総合体育大会】
＜バスケットボール部＞
◇男子 予選リーグ２勝２敗
◇女子 予選リーグ２勝２敗
＜バレーボール部＞
◇女子 第３位入賞
＜バドミントン部＞
◇男子 団体 第４位
個人 ２年シングルス 第３位入賞
１年シングルス 第２位入賞
第３位入賞
◇女子 団体 第３位入賞
個人 ２年シングルス 第２位入賞
２年ダブルス
第３位入賞
第３位入賞
１年シングルス 第２位入賞
＜卓 球 部＞
◇団体 第２位入賞
＜ソフトテニス部＞
◇男子 団体 第２位入賞
個人（ダブルス） 優勝
＜野 球 部＞
第３位入賞

【東京都中学校吹奏楽コンクール】
＜吹奏楽部＞ Ｂ組 銀賞

【運動会】
○

～ 現時点での計画をお知らせします ～

＜期日＞令和３年１０月１日（金・都民の日）

＜会場＞本校校庭

雨天時の対応について
状 況
1 日（金） ２日（土） ３日（日） ４日（月） ５日（火）
10 月 1 日（金）実施
運動会
休 日
休 日
振替休業日 火曜の授業
1 日（金）が延期
金曜の授業
運動会
休 日
振替休業日 振替休業日
1 日（金）
・2 日（土）が延期 金曜の授業
休 日
休 日
振替休業日
運動会
※ １０月２日（土）に運動会を実施する場合、昼食は弁当持参となります。

9：00
9：35
10：35
12：40

14：25

＜Ａ案＞基本案
開会式、準備運動
午前の部①［保護者見学／１年各家庭１名］
全員リレー １年・２年・３年
午前の部➁［保護者見学／２年各家庭１名］
学年種目
１年・２年・３年
午後の部［保護者見学／３年各家庭１名］
ダンス
３年
１００ｍ走 １年・２年・３年
全校ソーラン
閉会式

【学習発表会】

【東京都中学校総合体育大会】
＜体操競技＞
◇男子 個人 第 5 位入賞
＜水泳競技＞
◇男子 ４００ｍ個人メドレー 第７位入賞

9：15
9：30
10：05
10：55
11：45
12：30
13：30

＜Ｂ案＞感染症対策等により学年別開催の場合
9：00 午前の部①［保護者見学／１年各家庭１名］
１年 １００ｍ走、学年種目、全員リレー
10：20 午前の部➁［保護者見学／２年各家庭１名］
２年 １００ｍ走、学年種目、全員リレー
12：40 午後の部［保護者見学／３年各家庭１名］
３年 １００ｍ走、学年種目、全員リレー
ダンス
※

全校ソーランは、後日改めて実施

＜期日＞令和３年１０月 30 日（土）または３１日（日）

＜Ａ案＞基本案
期日 １０月３１日（日）
会場 文京学院大学本郷キャンパス「仁愛ホール」
本校アリーナ（吹奏楽部演奏）

○
○

【創造性の育成塾】
3 名 参加・修了
※ 創造性の育成塾は、日本の未来を担い、世界に
貢献できる理数系青少年の育成を目的として、全
国から選ばれた理科好きの中学生４８人とノーベ
ル賞受賞者をはじめとする優れた科学者や気鋭の
先生方によって実施された夏合宿です。

Ｐ.４

生徒の皆さんにとって、とても楽しみな行事であり、大きな成長の機会ともなる「運動会」と「学習発表会」につ
いて、現在のところ感染症対策を踏まえて、次のように計画しています。今後の状況によって、さらなる計画変更も
考えられますが、いずれにしてもそれぞれの学年の大きな思い出となる行事にできるようにしたいと考えています。
特に学習発表会では、文京学院大学にご高配を賜り、本郷キャンパスにある「仁愛ホール」を使わせていただけるこ
とになりましたが、感染症対策の基準がありますので、学校開催との並行案として開催日を土・日曜日のどちらかと
しています。保護者の皆様にも、できる限りご覧いただけるように考えていますが、スペースの関係から学年別で各
ご家庭１名の参観となります。また、昼食として弁当の用意をお願いすることをはじめとして、事前の準備等でご協
力をお願いすることが多々あるかと存じます。大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

【文京区立中学校連合演奏会】
＜吹奏楽部＞ 賞状授与

【全国中学校大会】
＜相撲競技＞ 東京都代表として出場
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「運動会」と「学習発表会」について

孝

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

○学習に励む ○健康なからだをつくる

文京区立第六中学校 「六中だより」

開会式（学校にてオンライン配信で実施）
「仁愛ホール」に移動
１年の部［保護者見学／１年各家庭１名］
２年の部［保護者見学／２年各家庭１名］
３年の部［保護者見学／３年各家庭１名］
学校に移動、昼食（弁当持参）
吹奏楽部演奏
（３年はアリーナ）
［保護者見学／吹奏楽部の家庭］
14：00 閉会式（オンライン配信で実施）

＜Ｂ案＞感染症対策等により学校開催の場合
○ 期日 １０月３０日（土）
○ 会場 本校アリーナ
9：45
10：05
10：55
11：45
12：45
13：30

開会式（学校にてオンライン配信で実施）
１年の部［保護者見学／１年各家庭１名］
２年の部［保護者見学／２年各家庭１名］
３年の部［保護者見学／３年各家庭１名］
昼食（弁当持参）
吹奏楽部演奏
（３年はアリーナ）
［保護者見学／吹奏楽部の家庭］
14：00 閉会式（オンライン配信で実施）
※ 自学年はアリーナで参観、それ以外は教室でオン
ライン視聴となります。

メールにて「水泳指導は、緊急事態宣言が解除されたことに伴い開始したので、再度の発令で中止すべきではない
か」とのお問合せをいただきました。文京区教育委員会では、水泳指導について６月１１日付で「宣言等の状況によ
らず、各校の実情に応じて染症対策を万全に講じた上で、保護者の同意があれば実施することができる」という方針
を示しており、本校ではそれに従って水泳指導を実施しています。お知らせや学校だよりで周知したところですが、
説明が不足していた部分があったようで申し訳ございません。引き続き、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

文京区立第六中学校

「六中だより」
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第六中学校「タブレット端末活用のルール」

～ ９月１日（水）にリーフレットを配布しましたが、再度ご確認いただければありがたいです。ご協力をお願い申し上げます ～

Ｐ.２・３

