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学校教育目標
★自ら学ぶ生徒

★豊かな心を持つ生徒

★心身を鍛える生徒

～あはは学校・

あいう学校の栄中～

「自ら学ぶ生徒よ、実りの秋～学ぶ秋にしよう」
校長 大 橋 均

「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、今年の猛暑もようやく去り、過ご

しやすい季節となってきました。また、「秋の日はつるべ落とし」と言われるように、

日没が早まり、気がつくと、辺り一面が真っ暗になってしまう季節になりましたが、

地域･保護者の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。

過日、厳しい暑さの中行われた第３９回体育祭には、多くの御来賓・保護者の皆様

の御来校、そして御声援をいただき、ありがとうございました。軽い熱中症や擦り傷

等で保健室で休む生徒はいましたが、大きな事故もなく予定通りに無事終了し、ホッ

と胸をなで下ろしています。３年生を中心にクラスや学年を超え、仲間を精一杯応援

していた子どもたちにも大きな感動・思い出ができたように思います。

私個人としては、何とか立った５段円塔､女子のダンスパフォーマンスの出来に感

動し、３年生の学年種目（妖怪七変化）での男女の迫力・集中力を今後の学力向上に

生かせないものかと考えていました。

９月下旬からは、新人体育大会の予選が始まりました。厳しい暑さの８月・９月で

したが、一生懸命に練習した成果がそれぞれの部で発揮されたことを嬉しく思います。

応援に駆けつけた会場で、勝利を手にしたときの選手･保護者･監督の喜びを目の前

で見ることができ、大変感動しました。

学校に帰っては、給食時に残った３年生との班毎での面談を実施しています。３年

生も部活動引退後、夏休みにだいぶ勉強に力を入れたようで、自信に満ちあふれた生

徒が増えてきたように感じています。実りの秋と共に、本校の学校教育目標の一つで

ある「自ら学ぶ生徒」を実践してくれています。１・２年生も授業規律の向上と家庭

学習の充実(時間と内容)により、学力を大いに向上させよう。高校受検は毎日の積み

重ねが重要なのです。学習に最適なこの時季に是非、学ぶ楽しさ、できた喜びから学

力を向上させよう。

秋の訪れと共に、それぞれの学年で計画された授業や行事が順調に進められていま

す。それらを通して子どもたちが多くのことを学び、日々大きく、逞しくなっている

ような気がします。

１０月には中間テスト、市内駅伝大会、ふれあい講演会（マンガ家の制作過程も見

られます）、学校公開等があり、１１月には高校の先生による模擬授業、ＰＴＡバザ

ー、綱引き大会(市制４０周年記念行事の一つ)等の行事があります。多くの保護者の

皆様に成長した子どもの姿を見ていただきたいと思っております。是非、御来校くだ

さい。お待ちしております。

最近、いじめについての報道が再加熱しています。県教育局指導課では、「学校に

はいじめを全て認知することを求めたい。」と話しています。本校でも大きな問題は

ありませんが、「冷やかし、悪口、文句を言われた」等はあります。いじめについて

は、早期発見･早期対応が重要です。学校でも子どもの些細な変化を読み取るよう心

がけます。ご家庭でも学校の様子を聞きながら、子どもの些細な変化を視ていいただ

き、気になることがあれば連絡をください。今後とも御協力をお願いいたします。

体育祭スローガン めざしていこう １位という名の喜びを

朝早くから多くの来賓・保護者の方をお迎えし、第３９回体育祭が開催されました。競

技はスムーズに進み、どの種目も一生懸命に取り組んでいる姿がありました。特に、全女

子によるダンス、全男子による組体操は、最も時間をかけて練習していたもので、演技終

了後は大きな拍手をいただきました。輝いていた栄中健児、お疲れ様でした。

【３年代表５段タワー】 【女子全員によるダンス】

【最後まで全力疾走】【ムカデで協力】 【１年学年種目】 【さすがお父さんお母さん】

【みんなでジャンプ】 【３年ダンスリーダー】 【いざ出陣！やるぞー】

【気合いを入れて】 【２年学年種目】 【３年学年種目】 【いい顔している】

輝け！第３９回体育祭！！

○スローガン賞 村松 実香さん
○総合優勝 １－３、２－３、３－３



優勝クラスから

体育祭の感想

今 回ク ラスの スロ ーガ ンを「 求め るのは優 勝ではない ！絆だ！！ 」に決定し 、み

んなで競技に全力で取り組み、協力と団結力を高めることを努力しました。

一 番嬉 しかっ たの は、 全員リ レー です。な ぜなら、一 本のバトン という絆を 全員

が協 力し てつな ぎ優 勝し たから です 。今回の 体育祭をと おして、僕 はみんなと 助け

合うことで絆が生まれるのだと学びました。

こ れか らの進 路に 向か って頑 張る 中で、今 回の体育祭 で結んだ絆 をしっかり 発揮

してクラス全員で努力できたらと思っています。 ３年３組 水谷 慎吾 さん

体 育祭 当日は 、す ごく 暑い日 でと ても蒸し 暑い中行い ました。優 勝できるだ ろう

かとか競技で失敗しないだろうかなど、いろいろな思いがこみ上げてきました。

で も実 際失敗 する こと なく、 全て の競技に 全力をつく すことがで きました。 そし

て、 優勝 するこ とが でき ました 。こ れは、ク ラスみんな の心が１つ になって協 力で

きた から だと思 いま す。 台風の 目で もみんな で作ったル ールをみん なで守った から

１位がとれたんだと思います。優勝できて本当によかったです。

２年３組 江面 舞弥 さん

チ ーム ワー クは大 切だなと思 いました。努 力をすれば 結果はつい てくるんだ と思

いま した 。トラ イア スロ ンで１ 位、 学年で優 勝した時と ても嬉しか ったです。 頑張

ってよかったなと思います。 １年３組 濱田 美桜 さん

９月２５日（火）から、新人兼県民総合体育大会地区予選会

が実施されました。３年生が引退した後、

地道に練習してきた成果が試される大会

です。十分に評価を行い、次の大会に向

けて見直しと改善をしてください。

スポーツは、技術だけではありません。

素直な生徒は必ず伸びるのです。

【大会結果】敬称略

新人戦終了する～栄中健児健闘 !

○サッカー部…対吉川南中 ０－４ ○女子バレー部…対三郷南中 12-25 15-25 敗退
○野球部…対三郷北中 ３－３（延長２－０）勝ち→ 対松伏第二中 １１－１ 敗退
○陸上競技部…共通棒高跳 丸山京介（１位）、吉田翔太（２位） 共通走幅跳 吉田翔太（３位）

１年 100m 松澤玲奈（３位） 共通 800m 妻島 愛（３位） 共通 100H 佐藤亜美（２位）
松澤玲奈（３位） 共通走幅跳 江面舞弥（１位） 塚本聖海（３ 位） 共通走高跳 深井咲希

（３位） 共通棒高跳 菅野優花（１位） 深井咲希（２位） ４× 100mR ３位
四種競技 深井咲希（１位）

○剣道部…男子団体 １回戦敗退、女子団体 ３位、男子個人 ２年神谷政光ベスト 16、 女子個人
１回戦敗退 ○女子バスケットボール部…対三郷南中 28--94 敗退

○男子バスケットボール部…対吉川中央中 勝ち 対吉川東中 ４５－５６ 敗退 ３位
○女子ソフトテニス部…光来出・渡辺ペア ベスト８
○水泳…県大会１位 髙木菜月 50m バタフライ

よろしくお願いします

日 曜日 学 校 行 事 等 日 程 変 更 等

１ 月 下校 17:00 衣替え移行期間 運営委員会 職員会議

家庭学習習慣化プロジェクト開始～１８日まで

２ 火 集金日 小中陸上親善大会

３ 水 集金日予備 校内研修会 朝読書・清掃なし

４ 木 新人戦（柔道） 生徒指導委員会 朝読書・清掃あり

５ 金 新人戦（柔道） 窓ガラス清掃

６ 土

７ 日

８ 月 祝日 体育の日

９ 火 読み聞かせ

１０ 水 立合演説会・投票 高校初任者研会場 バザー委員会 ５カット

１１ 木 専門委員会 ５校時学年学活 生徒指導委員会 ２カット

１２ 金 全校朝会 教育実習終了 異校種（新和小から）

三郷特支交流会 衣替え移行期間終了

１３ 土 第２回育成委員・育成会員合同部会 10:00 ～ 英語検定

１４ 日 花咲かせ隊 PTA ソフトボール

１５ 月 三部会 学年会

１６ 火 補習日

１７ 水 補習日 教育相談部会

１８ 木 全校漢字学習会 分掌会 生徒指導委員会

１９ 金 中間テスト 安全点検日

２０ 土

２１ 日 学校公開日 月曜日授業 ３年進路セミナー 運営委

２２ 月 学校公開日 金曜日授業

２３ 火 合唱コンクール

２４ 水 生徒朝会

２５ 木 市内駅伝 教科会・中央委員会

異校種体験（鈴木Ｔ）新和小へ 生徒指導委

２６ 金 振替休業日

２７ 土 数検

２８ 日 地域みんなでコンサート（吹奏楽部）ＰＴ A ソフト

２９ 月 読み聞かせ 異校種体験（坂巻Ｔ）戸ヶ崎小へ

三部会 職員会議

３０ 火 読み聞かせ 緑・赤い羽根募金

３1 水 ふれあい講演会［マンガ家 手丸かのこ 様 ］

緑・赤い羽根募金

秋～何をするにも一番いい季節がやってきました！

目 指 せ 最 優 秀 賞 !

中間テスト＝悔い
が残らないように
全力投球！

教 育 実 習 生 の 橋 爪 寛 太 で す 。 保 健 体 育

を担当 します。授業 を通じて体を動かす

ことの 楽しさや大切 さを伝えられるよう

に頑張 りたいと思い ますので、よろしく

お願い致します。


