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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
９ 月

1 水 始業式
2 木 短縮 避難訓練 発育測定
3 金 50分×3時間 再登校で漢検14：00～
4 土
5 日
6 月 給食開始 生徒評議委員会 午前授業
7 火 専門委員会 午前授業
8 水 午前授業
９ 木 午前授業 ハイパーカゴスタ

10 金 午前授業
11 土
12 日
13 月 13日から通常授業
14 火
15 水
16 木 3年東部地区学力検査 2年実力テスト

ハイパーカゴスタ 芸術鑑賞会事前指導
17 金
18 土
19 日
20 月 敬老の日
21 火
22 水 新人体育大会 陸上・卓球・テニス・バスケ・剣道・女バレ

23 木 秋分の日
24 金 新人体育大会 テニス・卓球・バスケ・剣道・女バレ

25 土 新人体育大会 テニス
26 日
27 月
28 火
29 水
30 木 ハイパーカゴスタ

９月の予定等について
〇新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため９月のあいさつ運動は中止させていただきますので

よろしくお願いします。
〇彦糸中HPにも掲載しましたが、９月９日（木）に予定していた彦糸中学校区地域青少年育成会の

第１回役員会・理事会については中止させていただきますのでよろしくお願い致します。
〇９月の予定が変更になる場合は、安心・安全メール、彦糸中HPにてお知らせ致しますのでよろしく

お願いいたします。
〇第49回小中陸上大会は中止になりました。
〇部活動については週２日（１日90分以内）までの活動とし、土日は行いません。

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。ウィルス感染拡

大防止のため行動が制限されたり、天候不順により災害

等が発生したりしましたが、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ましたか。夏休みと言っても、三者面談、サマースタディ、１，２年

生は「新チーム」での部活動、３年生は「上級学校見学」「夏期講習」という人もいて、『あっ』という間に

過ぎてしまったのではないでしょうか。まさかゲーム三昧という人はいませんよね。そんな夏休みにたくさ

んの「糸中生」が活躍してくれました。

○学校総合体育大会県大会出場

＜水泳＞菅田陸さん

＜陸上＞川島諒大さん、百瀬海里さん、藤原健さん、小峯一真さん、安保明日香さん、

三輪駿太さん、河合陽向さん、宮里紀良さん、鈴木棟磨さん

○英語弁論大会出場 大田原由紀さん（埼葛弁論大会出場）、伊藤日良莉さん

２学期は、「１・２年生の新人体育大会」「運動会」「代表生徒による市内駅伝大会」「芸術鑑賞会」「糸

中祭」「新しい生徒会の役員選挙」等々、たくさんの行事があります。活躍するのは２４６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。この夏の一大イベントと言えば、東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピックですね。画面越しですが、応援し過ぎて寝不足になった人もいたでしょうか。私が特に見入

ったのは「サッカー」です。日本が惜しくもメキシコに負けた決定戦で、試合後に久保選手が声を上げて

泣いていました。「自分が努力してきた成果が実らなかった悔しさ」「仲間にメダルを獲らせられなかった

不甲斐なさ」をピッチで見せたのかと思いました。しかし、彼はその後のコメントで「次は必ず勝つ」と宣

言していました。そのための努力を重ねていくんだろうと感じました。また、現在行われているパラリンピ

ックでは、身体に障害があっても物怖じせず競技に向かう姿に感動させられます。自分のできることす

べてを出し切る姿勢はとても美しいです。これからの時代を生きる皆さんには、自分事だけでなく、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。

３つの取組 ～成長した成果を結果で残す２学期へ～

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

9月 の 生活行動目標
・ 前 も っ て 中 間 テ ス ト 勉 強 の 計 画 を 立 て よ う
・身だしなみを整えよう

サマスタ開催
8月2・３日に彦糸中では各学年サマース

タディを実施しました。各学年ともたくさん
の生徒が参加し、一生懸命学習に取り組みま
した。埼玉県では8月2日から緊急事態宣言
が出されましたが、夏休みが終わっても延長
されています。感染防止対策をしっかりと行
い2学期も充実した学校生活を送っていきま
しょう。

コロナ感染予防の徹底を！
各地では新型コロナウイルスの急激な感染

拡大が進んでおり、埼玉県でも9月12日ま
で緊急事態宣言が延長されることになりまし
た。感染がより身近なものになってきており、
三郷市では小中学校の始業式を９月１日に変
更し、授業計画も変更しました。彦糸中関係
者の皆様におかれましては、感染防止対策に
引き続きご協力をお願いいたします。
〇マスクの着用と手指の消毒の徹底
〇三密の回避
〇不要不急の外出の回避
〇体調不良時の自宅待機の徹底
〇ＰＣＲ等の報連相の徹底

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
９月のスクールカウンセラー勤務日は、

２日（木）・１６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



第１回学校評議員会開催
7月５日に第1回学校評議員会を開催しました。
学校評議員の皆様に授業を参観していただき、感
想等もいただきました。学校の清掃や掲示物等、
環境整備の状況や生徒たちの授業への取組状況、
あいさつ等、たくさん褒めていただきました。
さらに頑張って地域に貢献する素晴らしい学校を
つくっていきましょう。学校評議員の皆様におか

れましては、たいへんお忙しい中、ご来校いただ
きありがとうございました。今後もよろしくお願
いいたします。

1学期を振り返って代表のことば
1学期の終業式は放送により行いました。代表の生徒たちは1学期の生活を振り返るとともに2学期に良いス
タートをきるため夏休みを充実させるよう話しました。

１年生代表 宇田川 恋暖
４月８日、彦糸中学校の門をくぐり７０日がたちました。中学校生活にも徐々になれてきました。

学習面では、１時間ずつ先生が変わりとまどったこともありました。学習のレベルの高さにも驚きま
した。初めての定期テストでは学年での順位が出て、あらためてきちんと勉強をしなければならない
と思いました。よりよい勉強法を探し、効率よく取り組んでいきたいと思います。
次に部活動では、所属している女子バスケットボール部で一生懸命取り組むことができました。初

めてのバスケットボールでルールなども分からずとまどうこともありましたが、楽しく時にはつらい
のを我慢して部活に取り組んでいます。私たちに一生懸命にそして優しくたくさんのことを教えてく
れた３年生の先輩が引退してしまいものすごく悲しいです。だからこそ先輩方のようになれるよう、
これからは２年生の先輩と先生の指示を聞きよりよい部活にできるように取り組んでいきたいと思い

ます。
これからまだまだ分からないこともありますが学年目標の「丈夫な根をはる」という言葉に向かって何事もあきらめ

ず努力をし、最後までやり抜き、くいのないようにしていきたいと思います。

２年生代表 志賀 春耀
今日で１学期が終わります。先輩としてどのように過ごしたでしょうか。僕たち２年生は１学期、

大きく分けて２つの課題に対し、改善策を考え、取り組みました。
まず１つは黙々清掃を徹底することです。昨年度も一言も話さずに清掃をするという課題はありま

した。そこで僕達は改善するために清掃中に私語をしている人に注意して、それでも話をしている場
合は、放課後に残って掃除を行うということを決め、各班の班長がよく周りを見て呼びかけをすると
いう取組をしていました。その効果もあって昨年度よりもはるかに静かに掃除ができていると感じま
す。これからも静かに素早い清掃をしていきたいです。
２つ目は、大きな声であいさつをすることです。今年から先輩となり様々なところで責任のある行

動が求められています。そこで初心に戻りあいさつから見直すことにしました。あいさつを授業評価
と一緒に聞くようにして、各クラスの全員に意識してもらえるように工夫しました。その結果、昨年

度より、あいさつの仕方がとてもよくなりました。今後も継続していきましょう。
１学期全体を振り返るとボランティア活動では、多くの人たちが参加していたり、読書ではたくさんの本が貸し出し

されていて、とても積極的でよいと思います。２学期もさらに頑張りたいです。さて明日から長期に及ぶ夏休みに入り
ます。去年は短い夏休みでしたが今年は３６日間になります。来年は受験もあるのであまり遊びすぎずに夏休みを過ご
したいと思います。

３年生代表 原野 天
３年生の１学期を振り返って、感じたことが二つあります。一つ目は、部活動です。３学年は先日

行われた学校総合体育大会に一致団結して臨みました。僕たちが１年生の冬からコロナの状況下に置
かれ十分に部活ができない時期があり、あせりと悔しさを感じるときもありました。それでも最後の
大会に向けてできる限りのことを精一杯行い、最高の状態で大会を迎え、全力を出し切ることができ
ました。僕だけでなく出場した３年生はそれぞれの思いを持ち、健闘したと思います。ほとんどの運
動部員は後輩たちに伝統を継いでもらい、先輩としての気持ちや思いを託して引退しました。僕達３
年生は頑張ってやり遂げたことを自信に変えて学校生活を送っていこうと思います。二つ目は、勉強
です。先日行った東部地区学力検査の結果が返されました。間違えた箇所を放っておくのではなく、
もう一度解いてみてわかるまで取り組む等工夫をして、確実に力をつけていきます。そして、この夏

休みを使って苦手克服や基礎学力向上を目指し、計画的に学習に取り組みます。３年生は、進路について真剣に考え始
めている頃です。「情報を制する者は受験を制す」を合言葉に、夏休みに自分の行きたい高校の情報をおさえ、実際に
説明会に行くなど動いていきましょう。明日から夏休みになり、学校で顔を合わせる時間は少なくなりますが、一人一
人が受験生という自覚を持ち、充実した夏休みにしていきましょう。

生徒会 佐藤 優斗
今年の１学期は、４月から始まり７月に終わるという、例年通りの１学期となりました。全員が感

染症対策をしながら、健康と安全を意識して生活し、今日、３か月におよぶ１学期の終わりを迎える
こととなりました。自分にとってどんな１学期となったでしょうか。1年生は初めての中学校生活で
小学校との違いが多く感じられたと思います。勉強では難易度が上がり、家庭学習の取組も行われ、
テストは年間５回の定期テストとなりました。部活動では、初めてのことで戸惑いもありつつ先輩の
姿を見て少しずつ慣れていったことと思います。委員会活動では、学校組織の一員としての責任感を
もって初めての仕事一つ一つに取り組んでいました。２年生は、後輩ができ、先輩となって、部活動
や委員会活動で練習の仕方や仕事の内容などを教えることがあり先輩になったことを実感できたと思
います。また、運動部では世代交代の時期となり、３年生から思いや役割を受け継ぎこれからの部活

動の中心になる存在としての責任感を持って活動に取り組んでいることだと思います。
３年生は、最上級生として、委員会や部活ではリーダーシップを発揮して後輩の手本となっています。先日、行われ

た中学校最後の学校総合体育大会では、３年間の努力を積み重ねた力を発揮し、記憶に残る大会になったと思います。
そして、運動部では長い間仲間たちと頑張ってきた部活を引退すると同時に、入試に向けての受験勉強が本格化し、勉
強に対する意識が高まっていると思います。現在も新型コロナウイルスがなかなか終息しない状況です。夏休み中は体
調管理を徹底し、消毒や手洗い、うがいなどの対策をしっかりとして計画性のある有意義な夏休みにしていきましょう。

放課後の特別特訓講座
7月13日(火)から数日間、3年生の放課後の数学
特別特訓講座を行いました。毎回、多くの生徒が
参加し、熱心に学習に取り組みました。証明の問
題を完璧にマスターするため、先生から解き方の
コツを聞いた後、それぞれ自分で問題を選び、解

答に一生懸命取り組ました。生徒たちの学ぶ姿勢
がすばらしいと思いました。

カゴスタ（放課後スタディ）
彦糸中では、清掃後、帰りの会といっしょに短時
間の学習の時間を設けています。清掃が終わると、
すぐに自主学習に取り組む生徒もおり、短い時間を
上手に活用して学力を伸ばしています。カゴスタの
時間は、家庭学習で取り組む内容を整理したり、授
業で習得できなかったことを復習したりと、とても
有効に活用されています。短い時間を上手に利用し
て家庭学習の充実につなげてください。

第9回科学の甲子園ジュニア
埼玉県大会出場

7月17日(土）、行田市にある県立総合教育センター
で第9回科学の甲子園ジュニア埼玉県大会が開催され
ました。彦糸中の代表として3名の生徒が出場しました。
三郷市からは各中学校を代表する生徒たちが参加し、

優秀な頭脳を競い合いました。

三者面談実施
７月21日(水)から三者面談を実施しました。面談

を通して学校や家庭における１学期の生活や学習に
ついて振り返りました。頑張ったことや今後努力す
べき点などを再確認し、新たな目標設定に繋げるこ
とができました。保護者の皆様、猛暑の中、面談へ
のご協力ありがとうございました。引き続き、お子
様の健康管理と規則正しい生活への見守りをよろし
くお願いします。

3年生租税教室開催
7月13日(火）に3年生は、税理士・公認会計士
の方を講師としてお迎えし、租税教室を開催しま
した。税金の種類や納税の仕組み、また納税の重
要性について学びました。勉強としては社会科が
苦手でも、実社会の仕組みについて興味を持てた
人は多いと思います。知れば知るほど、さらに知
りたくなるかもしれません。
講師の先生におかれましては、大変お忙しい中、

本校3年生にご指導いただきありがとうございま

した。


