
生活行動目標

○実りのある計画を立てよう

○礼儀正しく責任ある行動を心がけよう

生徒数

１４１名
１年 ６６名
２年 ２８名
３年 ４７名

三郷市立彦糸中学校だより

令和２年１月号
三郷市彦成３－１４－４
TEL. ０４８（９５７）１２１５

学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

屋上清掃ボランティア隊
（２年１組）

４階の教室に雨漏りがあり、原因の一つ
として、「屋上に泥が溜まり、雨水が流れ
ないことも考えられる」とのことでした。
校長先生が何日もかけて、屋上の溝に積

もった土を掘り起こしては大きな袋に入
れ、なんと 100 袋近い土嚢となりました。
（１袋 20 ㎏前後もあります。）その重い土
嚢を、２年１組（北野学級）のみなさんが、
屋上に一旦集め、その後屋上から１階に何
度も繰り返して運んでくれました。
おかげで、屋上の溝が、40 年前に校舎

が建てられた時と同じように、すっかりき
れいになりました。
校長先生、そして２年１組の屋上清掃ボ

ランティア隊のみなさん、本当にありがと
うございました。

『冬、樹は育つ』栄養を蓄え、花開くため

校長 三浦 力

謹んで新春のお慶びを申し上げます。皆様のご

健康とご多幸を心からお祈り申し上げます。本年もど

うぞよろしくお願いいたします。

２０２０年は、いよいよ東京オリンピックが開催され

ます。三郷市もギリシャのホストタウンとして、様々な

取組が予定されていて記念の年となりそうです。

そして、今年干支は「子年」です。子年は種を表し、 令和二年 彦糸中グランド初日の出

その中で芽が出始めようとしている時期になるそうです。この営みが子孫繁栄につながると言われて

います。

彦糸中学校はたくさんの木に囲まれ、特に桜の並木は他に誇れるほど何本も佇（たたず）んでい

ます。春にはピンク色の花を咲かせ、夏には葉を茂らせ爽やかな風を送り、秋には葉の色を変え落

葉となって大地に栄養を与え、冬は枝だけになり“じっ”と佇んで寒さに耐えながら年輪を増やし春

に芽吹く準備をしています。皆さんは、今の季節の桜の梢に目をやったことがありますか。ちょっと見

上げてみてください。花を咲かせるのはまだまだ先ですが、梢は少し膨らんだ蕾（つぼみ）を湛（た

た）えています。

染色家の志村ふくみさんの染色した桜色は、淡く、燃えるような強さを内に秘め、華やかでしかも

落ち着いている色になるそうです。志村さんは、桜色は花びらを煮詰めたものではなく、黒っぽいご

つごつとした桜の皮から取り出したもので、１年のうち、桜の花が咲く直前でないと出ない色と話して

います。つまり桜の木は春の花びらだけでなく、冬の間も樹全体で懸命になって最上のピンク色に

なろうとしているのです。花びらのピンクは、幹のピンクであり、樹皮のピンクであり、樹液のピンクだ

ったのです。桜は全身で春のピンクに色づき、花びらはそれらのピンクがほんの先端だけ姿を出し

たものに過ぎなかったのです。

「冬、樹は育つ」と言われますが、人間にも同じことが言えます。努力に努力を重ねてもなかなか

結果が出ないときはあります。そんな時、投げ出したり、諦めたりせずに自分としっかり向き合い、栄

養を蓄え、やがて花開くために頑張るんだと自らに言い聞かせてほしいと思います。冬を耐えた人

には、春にとびっきり美しい花が咲くと思うのです。先生たちは、全員で皆さんの努力を応援してい

きます。

私ども教職員一同、保護者の皆様に信頼され、地域に誇れる学校を目指し、生徒一人一人を認

め、生かし、伸ばせるよう、さらに努力し教育活動に励む所存です。本年もご理解、ご協力のほどお

願い申し上げます。

日 曜 １ 月 の 行 事 予 定

1 水 元日

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水 始業式

9 木 発育測定

10 金 給食開始 いのちの授業（３年）（朝練習なし）

11 土
12 日
13 月 成人の日
14 火 職員あいさつ運動（朝練習なし）
15 水 ２年職場体験学習① あいさつ運動（彦郷小）
16 木 ２年職場体験学習② ハイパーカゴスタ
17 金 ２年職場体験学習③
18 土
19 日
20 月
21 火
22 水 学校関係者評価委員会 あいさつ運動（彦糸中）
23 木 ふれあいデー ハイパーカゴスタ
24 金 専門委員会 三校合同学校保健委員会（彦郷小）
25 土 読書フェスティバル 英語検定会場（糸中生）
26 日 英語検定会場（外部受検者）
27 月
28 火
29 水
30 木
31 金 道徳研究発表 午前 45×４ ６カット 部活なし
＜２月の主な予定＞ ３日（月）全校集会 いのちの授業（１，２年）

６日（木）～８日（土）スキー教室（１年）

13日（木）、14日（金）期末テスト（３年） 17日（月）新入生説明会
17日（月）、18日（火）埼玉県公立高等学校学力検査出願
27日（木）、28日（金）埼玉県公立高等学校学力検査

期末テスト（１、２年）



１２日には、１，２年生、１３
日には３年生の保護者会がありま
した。保護者のみなさま、お忙し
い中、ご参加いただきまして、本
当にありがとうございました。
写真は１年生のドッジボール大

会の様子です。学年委員長の成田
さんはじめ、１年生の学年委員の
みなさんが企画し、親子で楽しい
中で、気持ちのよい汗をかくこと
ができました。ありがとうござい
ました。

１２月１４日(土)１０：１０か
ら第２回の資源回収を実施しまし
た。
当日は、ボランティアの生徒、

PTA の皆様、教職員、総勢６０名
をこえる皆さんで協力して行い素
早く終えることができました。年
末にきれいになってよかったです。
担当いただいた PTA 交通校外委員
会の皆様、ありがとうございまし
た。

１２月１２日(木)に日頃からお
世話になっている保護司さんとの
懇談会を行いました。
糸中を見守っていただいている

皆様から貴重な御意見をいただき
ました。また、授業を拝見してい
ただき、「ひじょうに落ち着いた
雰囲気ですね。」というおほめの
言葉をいただきました。 保護司
のみなさま、これからもよろしく
お願いいたします。

冬休み中 も頑張 る 生徒 の み な さ ん
冬休み中も部活動、書初め、美術の作品づくりなど、多くの生徒の

皆さんが、登校して頑張っていました。もちろん、学校に来なくても
家庭で頑張っていた生徒の皆さんも多かったことと思います。

保護者会ありがと うございました

資源回収に多くのボランティア参加

日頃からお世話になっている保護司さんとの懇談会

「新」。令和元年の一文字ということで、校長先生から「新」に尽
きるということでお話がありました。
そのあと、森隆太君（１年生代表）、前田敬寛君（２年生代表）佐

藤瑠輝君（３年生代表）、新井結友さん（生徒会代表）の４人から、
それぞれ２学期を振り返っての話がありました。
彦糸中生の一人一人が、校長先生のお話や代表の言葉をもとに、実

り多かった２学期を振り返るとともに、きたるべき新たな年、令和２
年に向けての心構えをもつことができました。

劇団「夢団」・オズの魔法使い
１２月１０日、劇団「夢団」の公演、「オズの魔法使い」が、彦糸

中学校体育館において行われました。
彦糸中学校区地域青少育成会のイベントとして行われました。当日

は、彦糸小学校、彦郷小学校から全校児童が彦糸中学校体育館に集ま
り、育成会のみなさまも含め、８５０名あまりのみなさんが「オズの
魔法使い」の公演を堪能することができました。
この会を実施するにあたり、特に彦糸中学校区の地域のみなさまか

ら、たくさん協賛金という形でご協力いただきました。地域のみなさ
ま、本当にありがとうございました。

素晴らしい！PTAのみなさんの発表
７日、三郷市文化会館において PTA 研究大会が開催されました。

本校の水落会長はじめ PTA 本部のみなさんが、三郷市の中学校を代
表して、工夫された素晴らしい発表を行いました。

終業式 校長先生のお話・代表生徒の言葉 表彰を受けたみなさん
【ボランティアスピリット賞】
石塚 姫 川島諒大 木内海斗 工藤 悠 栗田 蘭
駒嵜優里 小峯一真 菅田 陸 中村虎鉄 成田恋奈
赤坂あゆみ 小川きらり 八重樫瑛人 新井結友
磯原大青 市川美衣 上田 誠 岡田虎鉄 川満妃莉
小澄瑠俐 後藤未来 齋藤 凜 三枝瑠菜 髙野蒼空
中村獅童 牟田翔音 百瀬海里 （以上 １年生）

阿部百合愛 河原井寧音 対馬真莉香 美田綾香
森下結奈 湯浅朱々 （以上 ２年生）

及川榛一 南波将人 牧野圭寿 三輪結菜
舟津えりか （以上３年生）

【三郷市技術・家庭生徒発明創意くふう展】
・優秀賞
齋藤 凜（１年生） 勝倉はな（３年生）

・優良賞
堀之内華凛 新井結友 笹本将馬 マリック ナビード
（以上１年生）
辻 結花 対馬真莉香 片岡明日香 湯浅朱々
（以上２年生）
新井かのん 柴崎 結（以上３年生）

【日本一読書のまち三郷 おすすめの１００冊読破賞】
・１０冊読破 宮野心聖 （１年生）
【家読の日 教育長賞】
・谷古宇勇成 （１年生）
河原井寧音 （２年生）
高橋こころ （３年生）

【埼玉県産業振興会北葛支部生徒発明創意くふう展】
・優秀賞 齋藤 凜（１年生）
・優良賞 勝倉はな（３年生）
【埼玉県産業振興会生徒発明創意くふう展】
・優良賞 齋藤 凜（１年生）

【三郷市三行詩コンクール】
・三郷市教育委員会「教育長賞」 前平美香 様
・金賞 勝倉はな（３年生） 小澄瑠俐（１年生）
・銀賞 エゲー（３年生）

【三郷市中学生ソフトテニス冬季大会 男子個人戦】
・第３位 エッタダワー 前田敬寛 （２年生）

齊藤耀介 原野 天（１年生）

【「スペシャルオリンピックス日本第９回埼玉大会陸上競技
会 三郷」での競技会サポート ボランティア証明書」】

・工藤萌乃佳 加藤美結 柴崎 結（以上３年生）

【第６３回三郷市立小中学校合同音楽会】
・入賞 ３年１組 ３年２組

【第３３回埼葛南部学校保健会歯科保健優良校コンクール】
・優秀校 彦糸中学校

３学期も、彦糸中生のみなさんの活躍を期待します。


