
生活行動目標

○手洗い、うがい、消毒を徹底し、
感染症に努めよう
○けじめをつけ、集中して授業を受けよう

学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

夢を見る秋 ～強く思い、何をすべきか考える～

校長 三浦 力

十月に入り、今年度も折り返しの時期となりました。学校行事

も少しずつ、新コロ対策をしながら進んでいきます。過日、行わ

れた運動部の新人戦も一生懸命な取り組みが見られました。

さて、暑さもひと段落した秋は過ごしやすく、様々なことに挑

戦しやすい季節から「〇〇な秋」とよく表現されます。ところで

皆さんは、○○にはどんな言葉が入りますか。お米が実り、野

菜も美味しく、果物も取れ、魚もたくさん獲れる「実りの秋」だか

ら『食欲の秋』と答える方が多いでしょうか。

私は、ランク外ですが「夢を見る秋」だと思っています。現在

１年生から校長面談を始めましたが、将来の夢を尋ねると「ゲー

ムプログラマー」 「保育士」「スポーツ選手」などしっかりと考ら

れている生徒がほとんどでした。中には、「先生」になりたいと答

えてくれた生徒もいて嬉しくなりました。

そして本日、「オリンピック教室」ということで、ロンドンオリンピ

ック体操団体総合「銀メダリスト」の【田中和仁先生】にご来校いただきました。田中先生は６歳

から体操競技を始め、小学６年生では全日本のジュニアクラスで優勝し、中学・高校でも種目別

で優勝するなど輝かしい成績の持ち主です。それでも、高校生で大怪我をして手術を受け、リ

ハビリに３カ月も要したことやオリンピックの選考会でミスをして代表を逃し悔しい思いをしたこと

も教えてくれました。それでも諦めることなく兄弟、仲間と切磋琢磨しながら競技に取り組み、日

本で初となる「田中３きょうだい」出場を果たしたのでした。

先生の教え子で競馬の「騎手（ジョッキー）」になった生徒がいます。彼は、中学１年の時に初

めて乗馬を経験し、その後、何度も馬に乗っているうちに騎手になりたいと決めたそうです。中

学３年で競馬会競馬学校への進学を目指しましたが、２０歳まで受験ができるため、合格率３％

（受験倍率３０倍）の壁は高く不合格でした。それでも次の試験のため、厩舎（馬を世話する舎）

で働きながら勉強とトレーニングを続けたのでした。結果、翌年、見事合格し、２年間の学校生

活を経て騎手としてデビューしました。今でも現役選手として活躍しています。

中学生の時に強く思い、何をするべきかを真剣に考え、どんな進み方があるのか勉強するこ

とが自分の将来を決めるには必要なことです。しかし今の段階で、進む先を一つにする必要も

ありません。幾つも考え、それぞれにどんな進み方があるのか勉強するのです。個人の調べ学

習、先生からのアドバイス、保護者からの支援、その方法もたくさんあります。強く思うことが大切

です。

保護者の皆様、学校は段々と下校時間が早くなり、お家で過ごす時間が長くなります。勉強

も大切ですが、将来の話もたくさんしてください。よろしくお願いいたします。

三郷市立彦糸中学校だより

令和２年１０月号
三郷市彦成３－１４－４
TEL. ０４８（９５７）１２１５

生徒数

１７２名
１年 ７８名
２年 ６７名
３年 ２７名

９月１５日（火）、セナリオハウスフィールドにて
陸上の新人戦が行われました。ピンクの彦糸中のユニ
フォームが躍動しました。
県大会に出場する選手並びに種目のみ紹介します。

・中学共通男子４× 100リレー 優勝
百瀬海里、川島諒大、三輪駿太、宮里紀良

・中学１年男子 100ｍ
優勝：三輪駿太 第２位：宮里紀良

・中学２年男子 100ｍ 優勝：百瀬海里
・中学共通男子 400ｍ 優勝：藤原 健
・中学共通男子走幅跳 第２位：宮里紀良
県大会は、１０月９日、１０日です。三郷市の代表

として頑張ってきてください。期待しています。

日 曜 １０月 の 行 事 予 定

1 木 JOCオリンピック教室(2年)ハイパーカゴスタ
2 金 読み語り（１年/３組）学校選択説明会 15:00~
3 土 英検

4 日

5 月 諸活動停止期間

6 火 水曜日程 ギリシャテレビ会議（２年）

7 水 火曜日程 集金日 東部地区学力検査 （３年）

8 木 中間テスト

9 金 陸上県大会

10 土 陸上県大会 学校選択説明会 10:00~
11 日
12 月 生徒会役員選挙 （５校時）
13 火
14 水 あいさつ運動（彦糸小） 文化芸術鑑賞会
15 木
16 金 読み語り（３年）
17 土
18 日 漢検
19 月 全校集会（兼任命式）
20 火
21 水 あいさつ運動（彦郷小）
22 木 県駅伝市内予選会 ふれあいデー
23 金 教育支援担当訪問
24 土
25 日
26 月
27 火 異校種授業研究会（午後）
28 水 異校種体験（午前） あいさつ運動（彦糸中）
29 木 ハイパーカゴスタ
30 金 読み語り（１年/３組）
31 土 数検
１１月 １日 ～ 彩の国教育の日

２日～６日 三者面談（３年生）
二者面談（１，２年生）

１４日糸中祭・４０周年記念式典
１７日総合健診（１年）
２６日、２７日 期末テスト

陸上新人戦 地区予選会



９月２４日（木）、租税教室を行いました。税理士の今西
裕子さんにおいでいただき、税金についてのお話をしてい
ただきました。税金の種類、もし、私たちが税金を納めな
かったら、どのような社会になるのかなどについてお話い
ただきました。
なんといっても、印象に残っているのは、１億円の重さ

です。（本物ではなく、見本の１万円札でしたが）

工藤 悠(1-1)
栗田 蘭(1-1)
川満妃莉(1-2)
今まで本部役員だった舟津し

あいさつ運動再開（彦糸中学校区育成会）
彦糸中学校区育成会の

あいさつ運動が再開しま
した。写真は、彦糸小学
校での様子です。
毎回、１年生から３年

生まで７０名近くの生徒
が参加しています。特に
１，２年生の参加生徒が
多いです。
これからも続けていき

ましょう。

３組のみなさんの頑張り 落ち葉はきなど
柏先生のクラスの３組のみなさんの頑張りがすごいです。

左の写真はゴーヤのカーテンです。９月の終わりでも、素
晴らしいカーテンになっています。ゴーヤもたくさん収穫
できています。
右の写真は、学校の周囲の落ち葉はきの様子です。毎週

火曜日に１時間以上かけて、やっています。おかげで、学
校のまわりがとってもきれいです。これから、しばらく落
ち葉の多い時期が続きます。３組のみなさん、これからも
よろしくお願いします。

租税教室（３年生）
８月２９日（土）、真夏の太陽の日差しが強い中、彦糸

中学校で初めて、保護者の方と生徒のみなさんが一緒にな
っての除草作業を行いました。１年生は主に体育館と校舎
の間の中庭、２年生は、広い校庭全体、３年生はテニスコ
ートと池の周囲の除草を行いました。保護者の皆様と生徒
のみなさんのおかげ
で、とっても綺麗に
なりました。
除草作業後には、

学年委員長の矢代さ
んがご用意くださっ
た冷たいものをいた
だきました。矢代さ
んはじめ、学年委員
の皆様、本当にあり
がとうございました。

大地震を想定した避難訓練
８月１９日（水）、大地

震を想定した避難訓練を行
いました。生徒の皆さんは、
素早く校舎から校庭に避難
することができました。
大地震は、予告なしにや

ってきます。実際に起きた
時、避難訓練の時のように、
落ち着いて避難できるよう
にしましょう。

進路セミナー（３年生）
９月２６日(土）、３年生は進路セミナーを行いました。

当日は、お忙しい中、保護者の皆様もおいでくださいまし
た。３年生の生徒の皆さんと保護者の皆さんが一緒になっ
て進路について学びました。
学年主任であり進路指導主事でもある北野先生から、進

路実現に向けての説明がありました。
３年生の皆さん、自分自身の人生、卒業後をどうするか、

しっかりと考え、残りの中学校生活を送っていってくださ
い。

９月１１日（金）、柏先生が三郷市を代表して、特
別支援学級の研究授業を行いました。（４年に１度行
われるものです。）
当日は、多くの先生方の前で、３組のみなさんが

素晴らしい活動を展開しました。
事務主幹の宇田川先生から出たミッションを柏先

生の指導のもと、見事に責任をもってやり遂げまし
た。指導者の先生方からもたくさんお褒めの言葉を
いただきました。

校長先生との面接実施中（１年生）
１年生の校長先生と

の面接が始まりまし
た。この面接は校長
先生が、１年生一人
一人をより深く理解
するために行なって
います。
１年生のみなさん、

緊張しすぎないよう
に！

実行委員会 ４０周年記念事業
彦糸中は今年度４０年

目の誕生日を迎えました。
１１月１４日記念式典

を糸中祭とかねて実施す
る予定です。実行委員長
は本校 PTA 副会長の三輪
さんがやってくださって
います。着々と式典に向
けて準備が進んでいます。

右の写真は、９月１７
日（木）に航空写真を撮
った様子です。なんと、
ドローンによる航空写真
撮影でした。記念になる
写真は、４０周年記念誌
に掲載される予定です。
お楽しみに！

柏先生の研究授業(三郷市の代表）校地環境美化活動 （除草作業）




