
生活行動目標
○一人一人が行事に全力で取り組もう

○行事を通して絆を深めよう

学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

三郷市立彦糸中学校だより

平成３１年５月号
三郷市彦成３－１４－４
TEL. ０４８（９５７）１２１５

生徒数

１４１名
１年 ６７名
２年 ２８名
３年 ４６名

保護者・地域から信頼され、
生徒が誇りに思える学校

～挨拶が行き交う学校・地域～
校長 三浦 力

風薫る５月。新緑がまぶしいくらい輝いている校庭の木

々。その環境で糸中生は、学習や運動、委員会、部活動と

日々の活動に元気いっぱいに取り組んでいます。

５月は、新しい学級にも慣れ、部活動は新入部員を迎え、

１０連休もあり、少し注意力が散漫になることも考えられ

ます。交通事故等にあわないよう繰り返し学級指導をしていますが、ご家庭でも声がけをお願い

します。また、地域の皆様も、引き続き大切な子どもたちを見守ってください。

さて、先日、水曜日に小中合同の挨拶運動が糸中の正門で行われました。大きな声で元気いっ

ぱいの小学生の挨拶に、中学生のお兄さん・お姉さんが照れながら登校している姿は微笑ましく

地域立の学校の良さを感じました。その挨拶の語源を調べてみると「一挨一拶(いちあいいちさ

つ)」からきているといわれています。「挨」という字には「押し開く」「互いに近づく」という

意味があり、「拶」という字には、「迫る」「すり寄る」という意味があるそうです。つまり、「人

と人が出会い、お互いに心を開いて相手に迫っていくこと」が「挨拶」です。挨拶という言葉に

は、色々な意味が含まれているようです。

例えば「おはよう」という言葉には「あなたは、今日はお元気ですか」「私は元気です」「今日

もお互い頑張りましょう」という意味が含まれています。「おはよう」のひと言を言えば、相手

の声の調子で色々聞かなくても分かってしまうのです。明るく元気な声で挨拶されると安心しま

す。うつむき加減で通り過ぎて行ったり、小さい声の挨拶だったりすると心配になります。最近

は、同じ地域やマンションに住んでいても、お互いに顔が分からず、挨拶もしたことがないとい

う話を聞くことがあります。そうした地域には、不審者が入りやすく、事故や事件が起こりやす

いという統計もあります。一方、日ごろ地域の人々が挨拶を交わし、大人が子どもたちを見守ろ

うという意識の高い地域では、挨拶や声がけなどのコミュニケーションがしっかりしていて防犯

効果もあるようです。彦糸中学区ではたくさんの挨拶が交わされているので安心です。

ところで「一秒の言葉」という時計会社のコマーシャルをご存じですか。これは、昭和６０年

の大晦日、民放｢ゆく年くる年｣で１回だけ放送されたという幻のＣＭでした。商品名はいっさい

出さず、学校の校舎を背景に、漫画家の小泉吉宏さんの詩が流れるイメージＣＭでした。この評

判が口コミで広がり、詩は、道徳の副読本でも使われるようになりました。以下に紹介します。

『一秒の言葉』 小泉 吉宏

「はじめまして」この一秒ほどの言葉に、一生のときめきを感じることがある。

「ありがとう」 この一秒ほどの言葉に、人のやさしさを知ることができる。

「がんばって」 この一秒ほどの言葉に、勇氣がよみがえってくることがある。

「おめでとう」 この一秒ほどの言葉に、幸せにあふれることがある。

「ごめんなさい」この一秒ほどの言葉に、人の弱さを見ることがある。

「さようなら」 この一秒ほどの言葉が、一生の別れになることがある。

一秒に喜び、一秒に泣く。一所懸命、一秒。人は生きる。

挨拶や心のこもった言葉は、人の心を温かくしてくれます。笑顔があふれ挨拶があふれる彦糸中

学校を目指しています。

日 曜 ５ 月 の 行 事 予 定

1 水 新天皇即位 開校記念日

2 木 休日

3 金 憲法記念日

4 土 みどりの日

5 日 こどもの日

6 月 振替休日

7 火 職員あいさつ運動 修学旅行保護者会 さわやかチェック※

8 水 運動会全体練習(1,2校時）
9 木 市教研総会 職員あいさつ運動

10 金 中間テスト 離任式 PTA総会
11 土
12 日
13 月 運動会全体練習（1,2校時） 全校集会
14 火 運動会予行(1,2,3校時） 尿検査１次
15 水 通信陸上市内予選
16 木 集金日（５月分）
17 金 運動会準備
18 土 第２回小中合同運動会
19 日 運動会予備日①
20 月 振替休日
21 火 運動会予備日② 尿検査２次 ふれあいデー
22 水 小中合同運動会予行
23 木
24 金 ３年生４校時で下校
25 土 彦郷小運動会
26 日
27 月 修学旅行
28 火
29 水
30 木 生徒評議員会
31 金 専門委員会 歯科検診(2,3年生）
５月７日の※は、諸活動停止期間ということです。
６月 ３日（月）～５日（水）学総大会地区予選会

１４日（金）東部地区テスト ３年
１５日（土）学校公開 １７日（月）振休
２４日（月）生徒総会
２７日（木）、２８日（金）１学期期末テスト

対面式がありました。２，３年生が新
入生をあたたかい気持ちで迎えました。
式では、１年生の八重樫さんと菅田さん
があいさつをしました。
対面式を企画・運営した生徒会長の舟

津さんはじめ、生徒会本部役員のみなさ
ん、ありがとうございました。

大きな地震がきたらどうしますか？大
地震を想定して、１６日、避難訓練を行
いました。全校生徒が３分ほどで校庭に
避難できました。彦糸中生のすばらしさ
を改めて実感しました。校長先生は東日
本大震災の時の大変さのお話をしてくだ
さいました。皆さんは大震災のとき、ま
だ幼稚園生だったんですね。

大きな地震がきたら？

対面式(４月１２日）

１５日、全校保護者会がありました。

保護者の皆様、お忙しい中おいでいた

だき、ありがとうございました。



パラリンピック７大会出場、アテネパラリンピック銅メ
ダリスト、車いす陸上の永尾嘉章（ながおよしふみ）選手
においでいただき、あすチャレ！ School!を行いました。
あすチャレ！とは、「明日へのチャレンジ」の略です。

永尾選手のお話などから、いろいろな人のいることを認め
合う大切さ、人間の強さやすごさを知ることができました。
特に、「経験すべてが宝物」であること。「諦めずにやり続
けること」がいかに生きていく上にとって大事なことかが
わかりました。」
バスケット用車いす体験や、レーサー体験をした生徒も

いました。車いすを操作する難しさは、体験してみて初め
てわかるものです。
私たちも、永尾選手を見習って、日々力強く生きていき

たいものです。

HJRC部 学校前の用水のごみを除去

学校前の用水に、ペッ
トボトル等のゴミがたく
さん浮いていました。そ
れに気づいた HJRC 部の皆
さんが、いろいろ工夫し
て用水からゴミを取り除
きました。まさに、彦糸
中生の目指す３つの「わ」
の一つ。社会の一員とし
て貢献する生徒「輪」を
実践していますね。

あすチャレ！School!（永尾嘉章さん）

４月８日(月 )、穏やかな天気の中、入学式が行われ
ました。ご来賓や保護者の皆様、２・３年生に囲まれ
ながら、厳粛な雰囲気で行われました。
平成３１年度の１年生は２クラスの６７名。１年生

の態度は堂々としたものでした。特に新入生呼名では、
体育館中に響き渡る大きな声で返事をする姿に感 動
すら覚えました。その後の初めての学級活動でも、皆

さん良い笑顔を見せてくれまし
た。すでに入学して１ヶ月が経
ちますが、元気いっぱいに学校
生活を送っています。昼休みに
は外で男女仲良く遊ぶ姿を目に
します。これから彦糸中学校で、
心も身体も大きく成長していき
ましょう。

２４日朝、あいさ
つ運動がありまし
た。有田教育長は
じめ教育委員会の
みなさま、彦糸小
学校、彦郷小学校
のみなさん、地域
育成会のみなさん
が参加くださいま
した。朝からさわ
やかなあいさつが
彦糸中にこだましました。

第 2回 小 中 合 同 運 動 会

５月１８日 (土）に、第２
回の彦糸小との小中合同運動
会が彦糸中において開催され
ます。みなさまのお越しを心
よりお待ちしております。

はじめまして。さわ
やか相談員の西川温子
（にしかわはるこ）で
す。人は誰でも悩みが
ありますよね。その悩
みや考えていることに
気づくこと「気づき」
がとても大切だなと思
います。そんな時は気
軽に話しかけて頂けた

ら嬉しく思います。みなさんと過ごす一瞬一瞬を
大切に、楽しい時間にしていきますので、どうぞ、
よろしくお願いします。

こ んにち は！ロ シェ
ルです。私はあなたと
すばらしい時間を過ご
す事を願っています。
みなさんとたくさん話
したい！一緒に英語を
楽しみましょう。よろ
しくお願いします。ワ
ッショイ！＾－＾

※さわやか相談員の西川さんと ALT のロシェル・
エヴァンスさんです。

あいさつ運動(４月２４日）
有田教育長もおみえになりました。

平成３１年度 転入職員からのあいさつ




