
敬愛 
      交通事故に注意     副校長 百瀬 紀之 
 先日秋の交通安全運動は終了しましたが、本格的な秋を迎え、府中市内では小中学生の交通事

故が増加していると聞きました。 

 全国交通安全運動は毎年、春と秋の年 2 回実施されていますが、そもそも交通安全は誰もが季

節・日時を問わず、常に心掛けなければならないものです。しかし、現状として日々多くの交通

事故が発生しています。そのため、安全への意識を高めるため、事故防止に努めようというのが

全国交通安全運動の趣旨です。 

 秋に実施する理由としては、日暮れが早くなる季節で、事故が起こりやすくなるということと、

年末に向け交通事故が多発するということからです。本校の下校時間も 17 時 30 分となりまし

た。「秋の日はつるべ落とし」と言われるように、日没時間の急激な早まりと交通事故の発生率急

増が関係しているようです。データで見ると東京都 

内で発生した児童生徒の交通事故件数は平成 21 年 

には年間 3,500 人でしたが、年々減少し、平成 27 

年以降は 1,500 件前後で横ばい状態です。時間帯 

別でみると、登下校時の時間帯の発生率が圧倒的に 

高くなっています。登校時間帯はスクールゾーンな 

どによる規制もありますが、下校時は友達と話しな 

がらやふざけ合いながら道いっぱいに広がって歩く 

等により注意力が低下、突然進路を変えたり走り出したりするケースから、より交通事故にあう

ケースが増えているようです。また、月別で見ると 4 月から 7 月の新学期に続き、10・11 月

の発生率が高くなっています。前述のとおり，陽が短くなって薄暗くなってきた魔の時間と呼ば

れる時間帯に注意が必要です。 

中学生においての交通事故は歩行時より自転車乗車中のケースが圧倒的に多くなっています。

放課後の活動の中で、自転車を利用する機会も多くその中で起きる事故に注意が必要です。交通

ルールを守り時間に余裕をもって行動することがとても大切です。データで見ると、自転車乗車

中に死亡事故にあった人のうち、8 割が何らかの法令違反をしていたという数字になっています。

交通ルールを守ることが、自分の命を守ることに直結します。 

「車道を逆走する」「夜間に無灯火で走行する」「傘をさして乗車す

る」あるいは「スマホを操作しながら前を見ず走行する」「音楽を聴きながら

走行する」等の行為は法令違反です。もう一度、ご家族で交通安全について 

話し合ってみましょう。また、併せて家庭や地域社会で起こる「生活安全」

や地震や風水害等について先日配布した『東京マイ・タイムライン』を活用

するなどして、「災害安全」についてもこの機会に考えてみてください。 
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「チャレンジ」する一年間に 

      ～今期の生徒会活動～ 

生徒会担当 主任教諭 長尾 隆太 

 

 9 月に生徒会役員選挙が行われ、2 年生を中心とした生徒

会本部役員のメンバーが決定しました。10 月には生徒総会

があり、生徒会本部をはじめ、各専門委員会の今年度の活動

方針案が承認されました。いよいよ本格的に今期の生徒会活

動が始まります。役員選挙や生徒総会では多くの生徒が真剣

に話を聞くなど、積極的に参加していました。その気持ちを大切に今

後も生徒会活動に前向きに参加し、より良い学校を築いていってく

れることを期待しています。 

 さて、今期の生徒会本部では、自治活動をさらに活発化するいくつかの取り組みを考えています。

その一端を紹介します。 

まず、目指す学校像として、「過ごしやすい学校」という目標を掲げました。そして、この目標を達

成するために、全校生徒に「自主性」「協調性」「良し悪しを考える判断力」が必要だと考えました。

今期は特にこの３つの資質を高められるような活動を企画し、実施していくことに力を入れていく予

定です。さらに、活動を考える上で、これまでの活動だけではなく、新しい取り組みにも積極的にチ

ャレンジしていくことを考えています。 

その中で今期まず力を入れていくのが、拡大中央評議会の充実です。 

拡大中央評議会とは、生徒会本部・全専門委員長・全学級委員が一堂に会し、学校の現状の確認と

それに基づいた活動を考えていく場です。この会の利点は、学年を超えて学校を良くするために議論

できることです。それによって、学校全体で学校を良くしていくためのビジョンや価値観などを共有

し、生徒自身が一体となって活動できます。その結果、生徒会活動の質を高め、学校改善に向けて成

果を挙げやすくできます。また、学校全体の一体感を高めることで、学校行事などの質もさらに高ま

ることが期待されます。全学年が一緒に活動する中で上級生から学び、下級生に教えていくことは、

三中の伝統を伝えていくことにもつながります。 

 拡大中央評議会は一つの例ですが、生徒たち自身が

「今」だけでなく「未来」も視野に入れて、三中をより

良くしていく、そんな活動を今期の生徒会本部は目指し

ています。このことを通して、「誰にとっても過ごしや

すい学校」を実現でき、今も、そして将来も、「生徒自身

が誇れる三中」を作ると同時に、「地域の方々も誇りに

思える学校」にしていけると信じています。 

 今期の生徒会は様々な意味で「新しさ」と「変化」を

求めていきます。チャレンジすることが多く、試行錯誤の一年間にな

ると思いますが、学校全体で支えていきたいと思います。    

応援をどうぞよろしくお願いします。 

10/17 生徒総会 

9/20 生徒会役員選挙

立会演説会 



令和元年度 第 1 回学校保健委員会を開催して 

主任養護教諭 濵田 聖子 

 

９月２５日（水）に令和元年度第 1 回学校保健委員会を開催いたしました。学校保健委員会では、学校医・学

校薬剤師の先生方をお招きして、健康診断の結果や日頃の保健室の様子から、府中三中の生徒の健康課題等を懇

談会形式で話し合っています。今年度も保護者の代表の方に出席していただき、保護者の立場からというご視点

でもご意見を寄せていただき、実りのある会となりました。家庭・学校・地域で、子ども達の健康を守り、育て

ていくという事を私自身、再認識させていただきました。 

 

＜学校保健委員会資料より ①1 学期の保健室来室状況＞   ＊木曜日の来室が多い 

   

○若林内科校医より：日頃の生活リズムを（睡眠等）確立していくことがやはり大事である。 

  

②各検診の受診率（治療勧告後受診） ～受診率について話題になりました～ 

 

出席者の先生方より（飯島眼科校医は、公務のためご欠席） 

 ○耳垢を放っておいたら中耳炎が悪化し、手術をした事例がある。治療勧告されたお子様は受診しに来てほし

い。（前田耳鼻科校医） 

○歯科について＜家庭で要観察と言われたがどうしたらよいかという保護者の方の質問から＞定期検診をや

はりおすすめする。年１回でもいいので歯科に来てほしい。近年う歯（むし歯）の発生率は低下しているが、

う歯が多い子どもは学力の低下につながるというデータもある。歯と学力は関係すると言われている。歯の

大切さを感じてほしい。（吉野歯科校医） 

 

 

（人）

来室理由 外科 内科 合計

１年生 69 116 185

２年生 71 57 128

３年生 50 120 170

合計 190 293 483
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外科（学年別）

1 2 3

40%

19%

41%

内科（学年別）

1 2 3

耳鼻科 （％） 眼科 （％） 歯科 （％）

1年 2年 3年 1年 2年 3年 1年 2年 3年

35.2 27.9 2.6 88.9 50.0 50.0 57.1 12.5 25.0

～歯科治療が未受診の保護者の方へ～ 

「再度の受診のお知らせ」を 11 月の初旬にお渡しいたしました。治療が終わられた際は、 

学校にご提出ください。未受診の方は受診をおすすめいたします。 



 

部活動表彰 おめでとうございます！ 

女子テニス部   
「第 8 位」  第 36 回東京都中学校新人テニス選手権大会 ～関東大会出場～  

男子バスケットボール部   
「第４位」  第 9 ブロック中学校バスケットボール新人大会 男子の部 ～都大会出場～  

女子バレーボール部  
「準優勝」  第 9 ブロックバレーボール新人大会 ～都大会出場～  

ハンドボール部  
「第２位」  9・11 ブロック中学校ハンドボール新人大会 女子の部 ～都大会出場～  

 ≪第 62 回府中市民大会秋季大会≫ 

中学校対抗 

男子バレーボール部     「優 勝」 
少年の部 

女子バレーボール部     「第３位」 
 

 

 

「とても素直で良い音が出せていたわ」 

                                教諭  佐藤 桜 

 父が転勤族だったため、小学生時代は東北地方を転々としていた。新しい学校に慣れ、親しい友達が

できた頃に転校という状況に心が折れそうになったこともあったが、そんな中でも心の支えになってい

たのはピアノを弾くことだった。ピアノが弾けるということで学芸会などの行事で重宝されることも多

く、自分の存在を認められているようで嬉しかった。 

中学校に上がる歳の春、父は東京に転勤となった。母の「せっかく東京に住むんだから、本格的にピ

アノに取り組んでみては」という言葉に押され、音大の先生につくこととなった。ピアノでは子供の頃

からちやほやされていたこともあり、多少の不安はあったが、楽しみでもあった。しかし、私のピアノ

の演奏を聴いた先生はきっぱりと「一からやり直しね。全く基礎ができていないわ」とおっしゃった。

目の前が真っ暗になった。これまで努力してきたことが全て無駄になった気がした。その日は泣きなが

ら帰った記憶がある。 

それからしばらくはピアノに素直に向き合えなかった。あまりの態度の悪さに、母にピアノの蓋に鍵

をかけられたこともあった。ほとんど練習をしないまま、不貞腐れた顔でレッスンを受けたこともあっ

た。今思えば、先生に対してとても失礼なことをしていたと思う。それでも、先生はそんな私を見放す

ことはしなかった。ある時ふと、不思議に思って、「なぜ先生はこんな私を見てくれるのですか」と聞

いてみた。すると、「あなたは基礎が全然できていないけど、あの日、とても素直な良い音が出せてい

たわ」と笑ってくださった。この言葉で、また前向きな気持ちでピアノを弾くことができるようになっ

た。基礎からやり直すことも素直に受け入れられた。また、ピアノを弾くことが楽しくなった。その思

いは、今も、変わらない。 

道 徳 の 窓

NO17 

 
 


