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学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

日 曜 行 事 予 定 我が家の予定
１１ 月

1 月 彩の国教育の日(7日まで教育週間）任命式(放送)

2 火 3年生記念撮影

3 水 文化の日

4 木 金③④⑤⑥＋水⑤⑥ 45分授業

5 金 糸中祭

6 土 県駅伝大会

7 日 英検外部受検者会場

8 月
9 火 3年三者面談 1・2年二者面談、読み語り1年

10 水 3年三者面談 1・2年二者面談

東部地区学力検査３年 あいさつ運動(糸小)

11 木 3年三者面談 1・2年二者面談

12 金 3年三者面談 1・2年二者面談

13 土 数検

14 日 英検外部受検者会場 県民の日

15 月 3年三者面談 1・2年二者面談

16 火 読み語り3年

17 水 あいさつ運動(郷小)

18 木 ハイパーカゴスタ1・2年

19 金 期末テスト3年

20 土

21 日
22 月 期末テスト3年 木曜日課

23 火
24 水 専門委員会 あいさつ運動(糸中)

25 木 月曜日課

26 金

27 土 テスト前諸活動停止

28 日 テスト前諸活動停止

29 月 テスト前諸活動停止

30 火 読み語り2年 テスト前諸活動停止

※１ 2年生の期末テストは12月2日(木)・ 3日 (金 )です。

※１1月の予定が変更になる場合は、彦糸中学校ホームページ、安心・安全メール等にてお知らせし

ますのでよろしくお願いします。

朝晩の冷え込みは冬の到来を予感させますが、日中の温かさは活動するのにいい季節となりま
した。彦糸中正門前の二号半水をの歩道を散歩している方を多く見ます。子供たちは、先日の運
動会でとてもいい笑顔と団結力を見せてくれました。現在は、糸中祭(文化祭)へ向けて、合唱や
太鼓、ダンスの練習に一生懸命取り組んでいます。ウイルス感染防止に努めながらの取組ですが、
昨年できなかった悔しい思いを喜びに変えて頑張っています。次号で紹介いたします。
さて、今回は小林教務主任に学校行事をテーマにお話をしていただきます。

校長 三浦 力

「せーのっ！１，２、３！！」「まだまだ！もう一回行くぞ！！」「みんなありがとう！！」彦
糸中に運動会が戻ってきた。２年半ぶりの運動会、コロナ禍の開催ということで様々制限はあっ
たが、蓋（ふた）を開けてみれば本当に素晴らしい一日となった。競技には勝てなくてもフェア
プレーで全力を出し切り、ハイタッチで互いの健闘を称え合う生徒。運動は得意でなくても、必
死に自分の責任を果たす生徒。怪我で出場できないクラスメートの分まで、一生懸命声を出し大
縄を跳ぶ生徒。糸中生ひとりひとりが創り出したこの温かな運動会に心を動かされたのは私だけ
ではないはずだ。
さらに嬉しいことが続く。運動会終了後、片付けをしていると、ある男子生徒二人が私に声を

かけてきた。
A君：「先生、今日ほんと楽しかったです。体育の先生たちが考えてくれたんですよね。」
小林：「そうだよ。え、何で知ってるの？」驚きながら聞き返す。
A君：「だって、コロナで色んなことができないのに、工夫して競技をやってくれてたし、授

業でも真剣に教えてくれてたんで。」
B君：「そっか！確かに！！ありがたいですよね。」

二人はさっそうと自分の持ち場に戻っていく。自分のことのみならず、陰で支えてくれている人
やその奥にあるものを想像し、感謝の気持ちをさらりと示す A君。自ら気づきを得て、ものの見
方を広げ、受け止めることのできる B君。この二人のやり取り（感謝・考え方の広がり）に学校
行事の意義が凝縮されていると感じる。自分が中学生の時（いや、今でも）こんな思いを持てて
いたかな…この生徒たちとの触れ合いに心がほっこりしたのと同時に自分自身を戒める。
現在、彦糸中では、県内のコロナ感染者数減少に伴い「日常」を取り戻しつつある。朝のあい

さつ運動に放課後の廊下に響く吹奏楽の音色。何の変哲（へんてつ：まったくもって平凡な様）
もない学校の一場面だが、大人になってからも記憶に蘇る学校の風物詩である。この「当たり前」
の光景がこの先もずっと続いてほしいと心から願う。（とは言うものの、授業では各教科ごとに
ルール、給食時は前を向いて話さないで食べる、もちろんマスクは常時着用などの制限は解けな
いが…）
次のハイライトは糸中祭。糸中祭は運動会と並んで彦糸中の文化であり宝物だ。さらには、卒

業式へと繋がるとても大切な行事でもある。いつものように全校合唱や学年合唱はできないもの
の、クラスで力を合わせて一つの合唱曲を創りあげることになる。しかし、音楽の授業では５０
分フルには歌うことができない、合唱時には生徒間の距離を空けなければならないなど、依然と
して逆風は吹く。「逆風を乗り越えてこそ…」という言葉はあまりに酷なこの環境下で、どう取
り組みどう高め合っているのだろうか。心配になり様子を見にいくと、パートリーダーを中心に、
全員で曲調や曲想を真剣に話し合うクラス、他パートに引っぱられまいとハミングで音程をとり
合うクラス、担任が体を大きく使って生徒の歌声を引き出すクラス。どのクラスも逆風に負けず、
たくましく前に歩んでいる。嬉しさと安心感で職員室に戻ると、ある保護者に出会う。「うちの
子が楽譜を忘れちゃって…先生、すいません。娘に渡してもらえませんか。」忙しい時間を縫っ
ての来校に感謝の気持ちで頭が下がる。保護者の方々の力添えも、彦糸中を前に進める原動力に
なっていることを改めて認識する。
学校行事のその先に、心が豊かになっていく生徒たち。そんな生徒たちに支えられ、彦糸中は

前進していく。

「学校行事のその先に」 教務主任 小林 勇介

全校生徒数２４６名
男子 女子

１年 ３７名 ６４名
２年 ３６名 ４１名
３年 ３４名 ３４名
合計 １０７名 １３９名

１１月の生活行動目標
・ 期末テスト に向けてし っかり計 画を立てて
勉強しよう 。

・ 寒さ対策と 手洗い、う がいを徹 底しよう。

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
１１月のスクールカウンセラー勤務日は、

４日（木）・１８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

校長面談開催
1０月から3年生を対象に校長面談を行

っています。最初に自分の得意なことや
頑張っていることを自己PRで話してもら
っていますが、どの生徒もしっかりとし
た態度で臨んでいます。
多くの生徒がこれから高
校入試を迎えますが、強
い信念をもって粘り強く
頑張ってほしいです。

彩の国教育の日
埼玉県では毎年11月１
日を「彩の国教育の日」、
11月１日から７日までを
「彩の国教育週間」とし
ています。彩の国教育の
日は、県民に教育への関
心と理解を深めてもらい、家庭、学校
及び地域社会が連携して県民全体で教
育に関する取組を推進し、充実を図る
ことを目的としています。糸中では教
育週間に糸中祭を行います。

火災予防週間
全国火災予防週間は春と

秋の年２回設定されていま
す。秋は11月９日～15日
の一週間で、火災が発生し
やすい乾燥した時季を迎え
る前に火災予防への意識を
高めることを目的として設
定されているそうです。乾燥しやすい時
季は火災による被害のニュースも多く耳
にします。火事には十分注意していきま
しょう。



文化芸術鑑賞会 「劇団 芸優座]公演開催
19日(火)は文化芸術による子供育成総合事業で劇団芸優座の俳優の皆
さんにお越しいただきました。オーヘンリーの「ラストリーフ」を熱演
していただきました。午前午後の２公演を行っていただきましたが、各
クラスの代表生徒たちにも丁寧にご指導してもらい役者の体験までさせ
ていただきました。日々大きく成長している糸中生にとって、感性を磨
くとても貴重な経験になりました。素晴らしい公演をありがとうござい
ました。

食育指導実施
21日(木)の給食の時間に、岩野木給食

センターから栄養士の田中先生に来校して
いただき食育指導を行いました。今回は給
食の残食の問題にも触れ、できるだけ食品
ロスを減らす協力をしてほしいというお話
がありました。十分
に食べることができ
ない人も地球上には
たくさんいます。日
本特有の「もったい
ない」という文化を
大切にしていきまし
ょう。

赤い羽募金活動実施
5日(火)から８日(金)まで、朝の登校時間

に、地域貢献部が赤い羽根募金活動を実施
しました。赤い羽根の募金は高齢者や子供
等の地域福祉活動への助成として使われて
いるそうです。HJRC部の生徒の皆さん、
ボランティ
ア活動あり
がとうござ
いました。

Hawaiian show開催
３０日(土)に、三郷市文化会館でHawaiia
n showが開催されました。彦糸中からも
地域貢献部がゲストとして出演し、フラダ
ンスと和太鼓を披露し盛り上げました。

令和3年度 運動会開催
16日(土)は、令和３年度彦糸中学校運動会を開催しました。生徒たち

は入退場もきびきびと動き、競技には全力で取り組みました。競技が始
まった直後は天候も悪くなり、心配もありましたが、途中から回復し絶
好の運動会日和になりました。きっと糸中生の活気が天気を回復させた
のでしょう。とにかく素晴らしい運動会になりました。保護者の皆さん
には、なかなか来校いただく機会が持てずにいたのですが、今回はたく
さんの保護者の皆さんに応援していただきありがとうございました。
また、PTAの皆さんには、受付、広報等でお仕事をしていただきありが
とうございました。今後ともよろしくお願いします。

生徒会役員選挙開催
29日(金)の６校時に生徒会役員選挙立

会演説会を開催しました。各学年の集会に
立候補者と推薦人が訪問し、決意表明を堂
々と発表しました。彦糸中を支えるリーダ
ーを選ぶ選挙を厳粛に行うことができま
した。

図書館おすすめの本紹介 １０月にお昼の放送でおすすめした図書館の

本は以下の6冊です。ぜひ読んでみてください。「ぼくはイエローで、ホワイトで、
ちょっとブルー２」プレイディみかこ/新潮社 「エレジーは流れない」三浦しを
ん/双葉社 「最後のひと葉」O.ヘンリー作、小川高義訳/新潮社 「賢者のおくり
もの」 O.ヘンリー文、リスベート-ツヴェルカー画/富山房 「くちびるに歌を」
中田永一/ 小学館 「読書の時間に読む本１中学一年生(山本有三「くちびるに歌

を持て」を紹介)西本鶏介編/ポプラ社

令和３年度 三郷市内駅伝開催
19日(火)みさと公園で三郷市内駅伝大会が開催されました。悪天候の
中の競技大会になりましたが笑顔で元気に走る姿が見られました。結果
は総合男子４位、女子６位と健闘しました。今後の活躍にも期待してい
ます。お疲れさまでした。

MEET THE DANCE
～アーティストが学校にやってくる～

7日(木)から、公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団のアウトリーチ事
業「MEET THE DANCE ～アーティストが学校にやってくる～」により、
２年生の保健体育の授業でプロのダンサー・振付家の方に来校していた
だき、ダンスの授業を実施しています。11月5日(金)に開催する糸中祭
までの全８回の取組で創作ダンスを完成させます。生徒たちは、プロダ
ンサーの先生のご指導のもと、毎時間、生き生きと身体を動かし、ダン
スのレベルも日を増すごとに上達しています。糸中祭での発表が楽しみ
です。今回の取組が東武よみうりにも掲載されました。


