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三郷市立彦糸中学校だより
令和３年７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

日 陽 行 事 予 定 我が家の予定
1 木

2 金 期末テスト

3 土

4 日 英検外部受検会場

5 月 期末テスト

6 火 専門委員会（清掃・カゴなし）読み語り２年・特支

7 水 あいさつ運動（糸中）

8 木 保護者会（1年・特支）

９ 金 保護者会（2・3年） 3年進路セミナー

10 土 数検

11 日

12 月

13 火 読み語り(1年 )⑤⑥租税教室

14 水 あいさつ運動（糸小）

15 木

16 金 給食終了

17 土

18 日

19 月 心肺蘇生法講習 大掃除 学年集会 学活

20 火 終業式

21 水 夏季休業日 三者面談期間

22 木 海の日

23 金 スポーツの日 オリンピック開催（～８／８）

24 土 学総陸上県大

25 日 学総陸上県大

26 月 三者面談期間

27 火 三者面談期間 点検のため8:00～ 10:30まで停電

28 水 三者面談期間

29 木 三者面談期間

30 金 三者面談期間

31 土

校長 三浦 力

梅雨の晴れ間は、陽ざしが痛いほど強く、外で
活動していると顔は赤くなるほど日焼けしていま
す。そんな中、学校総合体育大会が行われました。
どの部もこれまで積み上げた成果を存分に発揮し
活躍を見せてくれました。県大会へ出場する皆さ
んには、学校の代表として更なる活躍を期待して
います。
いよいよ７月。「文月」は「七夕月」とも呼ばれ、
織姫と彦星が年に一度再開し、お互いが愛して逢
う月ということから「愛逢月（めであいづき）」
とも呼ばれます。２０日に終業式を迎え、２１日
から夏季休業も控えていますが、季節を感じなが
ら日々を大事に過ごしてほしいと願います。
さて、授業を参観する機会に「先生はしゃべりすぎる」と感じることがあります。

「待つことこそ大切なんじゃないか」。自分の経験を振り返ると、授業に自信のない
ときほどしゃべりすぎてしまいます。自分に余裕がないから焦ります。自分自身に
力のないことを知っているから、補おうと、次から次へと言葉を並べます。同じ言
葉を繰り返します。時に、子どもの思考を止めるほどしゃべってしまいます。何か
を信じてじっと待つことは何と難しいことか、若き日の自分を思い出します。
先日、教え子から一通の手紙をもらいました。手紙には、「都内の公立中学校で教
員をしている」、「新コロ感染防止対応で苦労している」など、頑張っている様子が
書かれていました。文末には、当時の私の学級経営や生徒との接し方、教師が子供
に与える力、一緒に走ったこと、勉強した数学について書いてありました。上手に
伝えることができなくて悔やんだ日もたくさんありましたが、何年も経ってから褒
められて嬉しくなりました。
子どもを育てるということは、人生の大仕事。一朝一夕に、事は進展しません。
それでも信じる。待つ。だって春の次に夏が来ることも、冬が終われば待ち遠しい
春がやってくることも、私たちは何度も何度も経験してきました。だから、学校で
も御家庭でも信じて待つことを忘れてはなりません。何もしないということではあ
りません。来たる日に備えるということです。「季節を愛でるように」育むというこ
とです。大人には度量がなければならない。子どもの上を行かなければなりません。
ちゃんと見てるよ、と無言のメッセージを送りながら。幼い日、母が「夕日がきれ
いだねぇ」と、買い物帰りに足を止めた夏の夕刻が忘れられません。その日、どん
なことがあったのか、どんな会話をしたのかも思い出せないのに、夏の橙色の太陽
が瞼に焼き付いています。夕日を美しいと言った母には、その後の人生においても
何でも見透かされていました。「季節を愛でる」心には、人を育てる心と通じるもの
があるのかもしれません。日本の大地に立ち、四季の移ろいを感じ、明日を信じて
人を育てることの醍醐味をじっくりと味わいましょう。これは、親業だけではない。
教職にある者も同じ。子どもを信じて、明日を信じて、進んでいきましょう。
今後とも彦糸中学校の教育活動に多大なる御理解、御支援をよろしくお願いいたし
ます。

季節を愛でるように ～育むということ～

全校生徒数２４７名
男子 女子

１年 ３７名 ６４名
２年 ３６名 ４１名
３年 ３４名 ３５名
合計 １０７名 １４０名

生活行動目標
・水分補給をし、熱中症対策をしよう
・学期末の総復習をし、次につなげよう。

学校総合体育大会
三郷市内予選陸上
県大会出場おめでとう

県大会での記録更新を目指してください。

3年男子100m 第１位 百瀬海里
2年男子100m 第１位 宮里紀良

第２位 三輪駿太
男子走り幅跳び 第１位 宮里紀良

第２位 川島諒大
女子走り高跳び 第３位 安保明日香
男子3000m 第２位 河合陽向
男子200m 第２位 藤原 健
1年男子1500m 第１位 鈴木棟磨
男子砲丸投げ 第２位 小峯一真

コロナ感染予防の徹底を！
社会では高齢者を中心にワクチン接種

が進んでいますが、感染者数は大きく減
少しておりません。現在も決して安心で
きる状況ではありませんので今後も感染
対策をしっかり行い予防に努めましょう。
〇熱中症に気を付けマスクの着用
〇三密の回避
〇不要不急の外出の回避

彦糸中さわやか相談室の利用について
子育てのいろいろな悩み 気軽にお電話下さい
７月のスクールカウンセラー勤務日は、

１日（木）・15日（木）です。
◎さわやか相談室直通電話

０４８－９５８－１２１３
◎ＳＣ・稲川貴大／相談員・高見柳子



QU-テスト実施
7日(月)は、楽しい学校生活を送るためのア

ンケート「Q－Uテスト」を実施しました。
QUテストでは生徒の学校生活における満足
度と意欲、さらに学級集団の状態を知ること
ができます。自分にとってもみんなにとって
も過ごしやすい安心できるクラスをみんなで
協力してつくっていって下さい。

読み語り開催
今月も毎週火曜日に読み語りボランティアの

方々にお越しいただき、読み聞かせを行いまし
た。どのクラスの生徒も、読み語りの皆さんの
お話にとても集中し聞き入っています。きっと、
毎回楽しみにしている人も多いのではないでし
ょうか。読み語りボランティアの皆さんには、
朝のお忙しい時間にいつもご協力いただきあり
がとうございます。

歯と口の健康を守ろう
キャンペーン実施

保健安全委員会では14日(月)～18日(金)ま
で、「歯と口の健康を守ろうキャンペーン」
を実施しました。クラスで給食後の歯磨きの
呼びかけとチェックを行い、歯の健康管理へ
の意識を高める活動をしました。また、廊下
や階段にポスター・標語の掲示をし、昼の放
送で呼びかけてみんなの意識を高めました。

国語科研究授業
8日(火)4校時、2年2組で国語の研究授業
を行いました。国語の様々な文法について知り、
言葉の使い方の大切さについて考える授業で
した。全員、意欲的に考えて授業に取り組んで
いました。美しい日本語が使えるといいですね。

あいさつ運動実施
6月も毎週水曜日に各学校で盛大に朝のあ

いさつ運動を実施しました。生徒会役員の生
徒を中心にたくさんのボランティアが参加し
て元気よくあいさつ運動を行いました。朝一
番で元気にあいさつができれば、さわやかに
1日がスタートします。大きな声であいさつ
をかわしましょう。今後もマスク着用等感染
対策を徹底し参加をお願いします。

歯科検診実施
6月に全学年、歯科検診を実施しました。

どの学年も生徒たちはマナーよく検診を受け
ました。むし歯のあった人は早めに治療しま
しょう。何年か前に8020運動という取組を
耳にしたことがあります。これは80歳にな
ったとき自分の歯を20本以上残そうという
取組みです。後々、後悔しないように今のう
ちからしっかりケアしていきましょう。

３年生最後の大会
６月後半は、学校総合体育大会市内予選が
各会場で開催されました。大会に向けて３年
生は壮行会も開催し、各部活動の健闘を称え
あいました。大会は、多くの人が惜しくも予
選で負けてしまいましたが、３年生にとって
中学校生活最後の大会は人生の中でも忘れら
れないよい思い出になったことと思います。
負けて悔しいという思いがとても強い人は、
その悔しさを今度は学習にぶつけてください。
３年生の今後、益々の活躍に期待しています。
（３年生は21日に壮行会を開催）

（各部の大会）

学校総合体育大会(水泳)開催
24日（木）、3年生の菅田陸さんが川口青木
総合運動公園プールで開催された学校総合体
育大会水泳において200mバタフライと400
ｍ個人メドレー
の２種目で参加
しました。最後
の大会で県大会
に出場できてよ
かったですね。
今後の活躍も祈
っています。

図書委員おすすめの本紹介
図書委員では、昼の放送で定期的におすすめ

の本の紹介を行っています。読んでみようと思
う本がなかなか見つからない人は参考にして読
んでみてください。素晴らしい出会いがあるか
もしれません。

昼の放送で紹介した図書館の本
〇算数ゼミの謎 吉村仁著・石森愛彦絵／文藝春秋

〇うたがみえる きこえるよ エリック・カール／偕成社

〇学研まんが NEW日本の伝記 渋沢栄一 大石 学監修／学研

プラス

〇論語と算盤 モラルと起業精神 道添 進編訳／日本能率協会

マネジメントセンター

〇雨の降る日は学校に行かない 相沢沙呼／集英社

〇かさをささないシランさん 谷川俊太郎＋アムネスティ・イ

ンターナショナル作、いせひでこ絵／理論社

〇青春サプリ。－乗り越えられない試練なんてない ポプラ社

〇ゴースト ジェイソン・レイノルズ作、ないとうふみこ訳／

小峰出版

お知らせ 「生理用品を配備します」
１ 目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの影響
により、経済的な困窮などの理由で、生理用品を
入することが困難な状態にある児童・生徒が生理
用品を使えるようにするため。

２ 配備時期
令和３年７月中旬予定

３ 配備場所
中学校 女子トイレの手洗い場付近

生徒総会開催
14日(月)の5校時に放送による生徒総会を行
いました。生徒会役員が各議案の提案を放送で
行いましたが、教室の生徒たちは全員、真剣に
放送に耳を傾けました。みんなの生活をよくし
ていこうとたくさんの質問や意見が出されまし
たが、生徒会本部や各専門委員長がわかりやす
く活動方針を伝え、質問にも丁寧に答えました。


