
 

 

 

 

 

 

 

◎11月は教育相談月間です 
矢継ぎ早に過ぎていった１０月は、体育大会や３年生修学旅行と大変充実したものとな

りました。「天高く馬肥ゆる秋」にふさわしく子供たちの成長した姿が大変印象的でした。

11月に入った最初の登校風景は、楽しんだ行事から気持ちを切り替え次のステップへ向か

う、そのような姿が多く見受けられました。 

教育相談月間にはぜひ、一人では解決できないことや自分のしんどいこと、クラブや家

庭のことなど相談してみてください。決してあなたは独りぼっちではないよ。 

 
◎体育大会が無事に終わりました これぞ桜台中生の底力！ 
 10月26日（月）、第41回桜台中学校体育大会各学年大会が一人のけがも体調不良もなく

無事に終わりました。どの学年も感動しました。クラスが一丸となる場面、あきらめずに

果敢に走り抜ける素晴らしい舞台、そして楽しむ力を身に着けた姿がありました。まずは

チャンピオンにふさわしい各学年の勝者の皆さん、優勝おめでとう。 

 コロナで運動できる期間が少なかったにもかかわらず、最大限かっこいいパフォーマン

スをたくさん見せてもらいました。クラスのシンボル旗の学級旗を力いっぱい振る応援団

長と温かい声援と拍手。「継往開来」の文字にふさわしく、先輩たちの思いを受け継ぎ、

コロナに負けないで未来を切り開く、そのような力強さを感じました。 

 ぜひ皆さんに３年生の選手宣誓を紹介したいと思います。 

 

 『宣誓  現在、新型コロナウイルスとの闘いや、度重

なる災害で厳しく不安な状況下で生活している方もたく

さんおられます。このような社会不安のある中、日本が一 

つになり、その苦難を乗り越えることができれば、その先 

に必ず大きな幸せが待っていると信じています。 

今日、皆さんに届けます。感動・挑戦・そして笑顔。 

見せましょう、私たちの底力を 絆を 私たちにできる 

こと、それは全力で闘い抜き、最後まであきらめないこ 

とです。感謝の気持ちを胸に抱き、正々堂々と闘うこと 

を誓います。 

  令和２年１０月２６日 選手代表 ３年６組 河野 咲哉  ３年５組 向井 彩綾』

  

 

 

 

 

 

 

 

岸和田市立桜台中学校 

           桜台中通信 No.1１ 

   校訓「自主・敬愛・健康」 

       令和２年１１月４日発行 校長 笠川智香 

 

感動 堂々とした選手宣誓 

  共に 子供たちとともに 汗 



◎コロナに負けずに頑張ろう！  ～ ３年生に送る応援企画 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎家庭科部作成の刺繍マスクを寄贈しました 10/22(金) 

上記の部長のコメントにあるように、クラブイベント 

でガーゼマスクに刺繍を施し、近くの特別養護老人ホー 

ムに持参しました。部を代表して 

新部長の相庭さんと西出さん２人 

が手渡し、「コロナに負けないで 

お元気でお過ごしください。」と 

述べました。私たちにできること 

は何か・・・温かい気持ちが伝わったと思います。 

   

◎ALTのシャーロンさんよりメッセージです 

お世話になった外国語指導助手のシャーロンさんが、皆さ

んにメッセージをくださいました。しかも、生徒一人ひとり

の名前を書いたしおりを作ってプレゼントしてくださいま

した。 

一期一会の出会いの中での心の交流を感じました。 

（心のこもったメッセージ 裏面に記載しています） 

 

◎11月は児童虐待防止月間です  NO! 虐待  
家庭や学校、地域等の社会全体で見守り、虐待の防止に取り組みましょう。 

 後輩に伝えたいこと 

家庭科部のクラブイベントでは、老人ホームに寄付する

ためのマスクを作りました。来てくださったたくさんの先

生にアドバイスをいただいたり一緒に作ったり楽しく過

ごせました。３年生はこれで引退ですが、いい思い出にな

りました。１・２年生の皆さん、これからも素敵な作品を

たくさん作ってください！！ありがとうございました。 

 家庭科部の皆さん ありがとう 

メッセージカードを添えて 

コロナによって今まで当たり前にできていた練

習ができなくなり、再開されてからもあるかどう

かもわからない試合に向けて頑張ってきました。

そして、このクラブイベントで剣道を見たことの

ない人に見ていただき、結果は残せなかったです

が見てくれていた人の心に少しでも残っていると

嬉しいです。最後にクラブイベントを開催してく

ださった先生方、協力してくれた生徒の皆さん、

ありがとうございました。 

 剣道剣士の皆さんと 



 

Time flies so fast, 5 months already passed, It’s my pleasure to  

be part of your learning stage. I’m so happy and thankful to have  

that chance to touch the lives of these young learners. To all the  

students here in Sakuradai,  you are like my own children, I had so  

many happy moments with you,that I might say, unforgettable. To my 1st

 year, students thank you for appreciating me, I want you all to study

harder. 

 

 Studying English is just the beginning, so please do your best. To  

the 2nd year students... you are all very sweet to me... I’m so proud 

to be part of your lives even for a very short period of time. Some  

of you are shy, but I’m sure in time you can do a lot. 

 

Express yourself, don’t get tired of trying. Remember, practice makes

perfect. To the 3rd year students, thank you for all the cooperations 

and lively discussions during our English Class. Full of laughter and

happy moments together. That proves that there is fun in learning.  

You are all amazing students. Always strive for the best. A few  

months from now you will be on your road to success. And I’m sure  

wherever you go and whatever you do, you will reach your dreams.  

Speak English with confidence!!! 

 

To all the teachers, Kyoto sensei and Kocho sensei, thank you for  

being, nice to me... At first, I thought that being an ALT for the  

first time would be hard for me, but I was wrong because doing my job

around superb Teachers and wonderful students were perfect. I love  

Sakuradai Junior High School!!! 

 

                                             From ： Sharon 

  

 

 

 

 

 



 

この5か月間はあっという間に過ぎてしまいました。本当に早いものです。

皆さんの学習のお手伝いが出来て嬉しかったです。若い皆さんの生き生きと学

ぶ姿に触れる機会が与えられたことを嬉しく思い感謝しています。 

 

桜台中学校の生徒の皆さんは、私の子供たちのようです。「忘れられない」

たくさんの幸せな時間を過ごすことができました。 

 

１年生の皆さん 

私に感謝の言葉をかけてくれ有難う。これからもより一生懸命、勉強してくだ

さいね。英語の勉強は始まったばかりです。どうぞベストを尽くして下さい。 

 

２年生の皆さん 

皆さんは私にとても親切に接してくれました。とても短い時間でしたが、皆さ

んの人生に少しでもかかわれたことを誇りに思います。恥ずかしがり屋さんが

何人かいました。でも、私はその皆さんが、いずれたくさんのことを成し遂げ

るようになることを確信しています。どうぞ自分の気持ちを何とかして表して

ください。あきらめずに行ってください。「継続は力なり」であることを覚え

ていてください。 

 

３年生の皆さん 

いつも協力してくれ、クラス討議に活発に参加してくれてありがとう。そこに

はいつも笑いがあり幸せなひと時でした。学ぶ事って楽しいことなんですよ

ね。皆さんは素晴らしい生徒たちです。いつもベストを尽くしていましたね。

これからの人生の成功への道へと歩んでいくことでしょう。どこへ進もうと、

何をしようと皆さんが必ず夢を叶えられることを確信しています。英語を話す

機会があれば自信をもって話してください。 

 

校長先生、教頭先生、先生方の皆さん、いつもご親切にしていただきありがと

うございました。ALTは初めての経験で、やっぱり自分には無理かもしれない、

と最初思いました。しかし自分は間違っていました。自分の周りにいてくれた

のは素晴らしい先生方や生徒たちでした。 

 

桜台中学校が大好きです！！！ 

                Sharonより    

 


