
９月の生活行動目標

○生活リズムを取り戻し、規則正し
い生活をしよう。
○諸活動に積極的に取り組もう。

生徒数

１４２名
１年 ６８名
２年 ２８名
３年 ４６名

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

令和元年９月号
三郷市彦成３－１４－４
TEL. ０４８（９５７）１２１５

日 曜 ９ 月 の 行 事 予 定

1 日

2 月 ６時間授業（月曜日＋木⑥） 部活動休養日

3 火 職員あいさつ運動 朝練なし

4 水 東部地区学力検査 あいさつ運動 朝練なし

5 木 集金日 小中連携体験授業（５校時）⑥カット

6 金 職員あいさつ運動 朝練なし 45×６
7 土

8 日

9 月 生徒評議員会

10 火

11 水 専門委員会 45×６ あいさつ運動（糸小）
12 木 ハイパーカゴスタ 新人戦水泳県大会
13 金 学校公開①
14 土 学校公開②
15 日
16 月 敬老の日
17 火 振休
18 水 あいさつ運動（郷小）
19 木 ハイパーカゴスタ ふれあいデー
20 金
21 土
22 日
23 月 秋分の日
24 火 月曜日日程
25 水 新人戦地区予選会① 4校時で下校
26 木 新人戦地区予選会② 4校時で下校
27 金 新人戦地区予選会③
28 土
29 日
30 月 冬服移行期間（10月 11日まで）
１０月 ２日（水）集金日

４日（金）小中陸上大会
１０日（木）中間テスト
２０日（日）糸中バザー
２１日（月）生徒会立会演説会
２２日（火）祝日 即位礼正殿の儀
２３日（水）市内駅伝大会

３つの取組 ～成長した成果を結果で残す２学期へ～
校長 三浦 力

夏休み中に、体いっぱいのエネルギーをため込んだ元気な

糸中生が学校に戻ってきました。天候不順が多かった今年の

夏も、全国各地では事件・事故、そして災害等が多く発生しま

したが、本校の生徒が巻き込まれることなく、充実の２学期が

スタートできることを嬉しく思います。

ところで夏休みは有意義に過ごせたでしょうか。夏休みと言

っても、「サマースクール」「三者面談」「新チームでの部活動」

「上級学校見学」「特別講習（受験勉強）」等、『あっ』という間に過ぎてしまった感じがするのではないで

しょうか。そんな夏休みに活躍した「糸中生」は、

○学校総合体育大会県大会出場 南波将人さん、白井苺花さん、百瀬海里さん、菅田陸さん

○彦成保育所、８街区夏祭り、団地夏祭り、１２・１３街区夏祭り、さつき平夏祭りで和太鼓、フラダンス

を披露してくれた生徒は … 延べ８０名

○小学校のサマースクールにお手伝いとして参加してくれたのは

★彦糸小 … 延べ１１名 ★彦郷小 … 延べ４０名 でした。

つまり、合計で１３５名の生徒の皆さんが、大会や地域で活躍してくれました。

２学期は、「１・２年生の新人体育大会」「学校代表生徒による市内駅伝大会・小中陸上大会」「新しい

生徒会の役員選挙」「糸中祭」「市内音楽会」等々、たくさんの行事があります。活躍するのは１４２名

の「糸中生」の皆さん一人一人です。期待しています！

そんな皆さんに、伝えたいことがあります。先生は、夏休み中に「台湾」へ行ってきました。初めて訪れ

た土地だったので、いくつもの不安がありました。上手ではない英語で話しかけたら日本人と分かったの

か日本語で対応してくれ、買い物、観光、ホテルのチェックイン、食事をする場所まで丁寧に説明してく

れました。地元の人しか行かないような定食屋さんでも同じでした。多くの外国人が訪問するから、英語・

日本語・韓国語を身に付け「おもてなし」しようとしていることを強く感じました。これからの時代を生きる皆

さんには、自分の事だけでなく、周りにいるすべての人が優しさを感じられるような態度・行動を身に付け

てほしいです。

そこで、次の３つを意識して取り組んでください。

１つ目は、「自分の目標を決めて、精一杯取り組むこと」、

２つ目は、「仲間を信頼し協力しあうこと」、

３つ目は、「成長した成果を結果として残すこと」 です。

自分を成長させることができるのは自分だけです。先生方はお手伝いをすることはできますが代わるこ

とはできません。親も同じです。

３年生の皆さん、いよいよ進路を決定する時期に来ました。後ろを振り返っても何も変わりません。しか

し、まだ先を変えることはできます。２年生の皆さん、これからは「糸中の顔、いや心臓」です。皆さんの頑

張りが糸中を益々飛躍させます。１年生の皆さん、行事を通して着実に一歩ずつ成長してください。

「糸中生」全員が２学期を有意義に過ごし、確実に一歩大きく成長することを願っています。

学総 県大会！
我が校が誇る陸上部の３名と、

１年生の菅田君が水泳の県大会に
出場しました。

・南波将人（３年）
４００ｍ ５３秒９９

・百瀬海里（１年）
１００ｍ １３秒１３

・白井苺花（１年）
８００ｍ ２分４８秒２５

・菅田 陸（１年）
１００ｍバタフライ

１分 ８秒７３



資源回収（7/13）

７月１３日（土）、資源回収がありました。事前の
準備から当日まで、特に交通校外委員会の役員の皆さ
ま、有り難うございました。また、回収物をご提供い
ただいた多くの保護者の皆さま、感謝いたします。当
日は多くのボランティアの生徒が力を貸してくれまし
た。本当に助かりました。みなさまのおかげで、彦糸
中が、今まで以上にきれいになりました。

1学期 表彰されたみなさん

【ボランティアスピリット賞】

１年 牟田翔音

２年 片岡明日香

対馬真莉香

３年 舟津えりか・三輪結菜

【人権教育実践報告会発表作文「はばたき」】

優良賞 １年 齋藤 凛 ２年 阿部百合愛

３年 新井かのん

【第５８回埼玉県硬筆中央展覧会】

優良賞 １年 駒嵜優里・赤坂あゆみ

３年 工藤萌乃佳

【三郷家読の日の取り組み 家読の日教育長賞】

１年 櫻井憲伸

３年 柴崎 結・グエン友美

【学校総合体育大市内予選会 水泳】

男子１００ｍバタフライ 優勝 菅田 陸（１年生）

男子 ５０ｍ自由形 ２位 菅田 陸（１年生）

２学期も、彦糸中生のみなさんの活躍を期待します。

７月、８月、地域貢献部は大活躍でした。特に、夏休み中は、彦
成保育所、８街区のお祭り、みさと団地の大納涼大会、１３街区の
みさと納涼の夕べ、さつき平のお祭りにお招きいただきました。
生徒も暑い中、フラと太鼓を頑張りました。地域のみなさま、本

当にありがとうございました。

サマスタ のべ５０４名の生徒が参加！

７月３１日、８月１日、２日の３日間、サマースタディーが行わ
れました。３日間でのべ５０４名の生徒が参加しました。また、県
立三郷北高校の生徒がボランティアとして先生をしてくださいまし
た。校長先生はじめ、全職員で取り組みました。

募金活動（生徒会）

７月はじめ、生徒会のみなさんが中
心になって、九州地方の豪雨で被災さ
れたみなさんのために募金活動を行い
ました。ご協力いただいたみなさん、
本当にありがとうございました。

夏休み 地域貢献部が大活躍！

７月１７日、社会を明るくする運動の取組である、朝のあい
さつ運動が彦糸中で行われました。
木津市長、有田教育長、保護司さん、更生保護女性会のみな

さん、教育委員会のみなさん、市役所のみなさん、彦糸小学校、
彦郷小学校の
みなさんをは
じめ、多くの
みなさまが、
ご参加くださ
いました。
朝から気

持ちのよい、
清々しい声
が、彦糸中に
響き渡りまし
た。ご協力い
ただいたみな
さま、朝早く
から本当にあ
りがとうござ
いました。

１学期のまとめ ２学期に向けて！
７月１９日は１学期の終業式でした。まず、生徒会本部役員

の新井かのんさんから、続いて、１年生代表の堀之内華凛さん、
２年生代表の梅谷颯君、３年生代表の豊田瑛仁君から、１学期

を振り返ったまとめと、
２学期に向けての発表が
ありました。４人のみな
さん、学年や学校を代表
するにふさわしい発表内
容と態度でした。
きょうから始まる２学

期、さらに彦糸中がより
よく発展するように、ひ
とりひとりが彦糸中学校
の代表として、日々の活
動に邁進していきましょ
う。

お掃除（ダスキン）・和装体験授業
１，２年生はダスキン草加さんにお掃除について、１年生は高
橋さん、中田さんより和装について授業をしていただきました。

社会を明るくする運動 朝のあいさつ




