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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
２ 月

1 火 読み語り1年生中止 数学授業研究５校時1－1
2 水 あいさつ運動(彦糸中)中止 校外学習１年延期
3 木 2年実力テスト ハイパーカゴスタ
4 金 専門委員会
5 土
6 日
7 月
8 火 読み語り3年生中止
9 水 3年期末テスト あいさつ運動(彦糸小)中止

10 木 3年期末テスト 12年ハイパー 3年公立出願郵送
11 金 建国記念の日
12 土
13 日
14 月 埼玉公立出願
15 火 埼玉公立出願 読み語り2年-特支
16 水 新入生入学説明会15:00～ あいさつ運動(彦郷小)
17 木 3年公立志願先変更 ハイパーカゴスタ
18 金 3年公立志願先変更
19 土 テスト前諸活動停止
20 日 テスト前諸活動停止 英検外部受験者会場
21 月 テスト前諸活動停止
22 火 読み語り1年生 テスト前諸活動停止
23 水 天皇誕生日 テスト前諸活動停止
24 木 1・ 2年期末テスト 埼玉県公立学検
25 金 1・ 2年期末テスト 埼玉県公立実技・面接
26 土
27 日 英検外部受験者会場
28 月
※2年生の校外学習は中止になりました。行事予定が急遽変更になる場合は、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。
※埼玉県で蔓延防止等重点措置が適用させている期間については、部活動は平日のみ週２日以内、90

分以内の活動になります。予定は各部活動の顧問より連絡しますのでよろしくお願いします。
☆1月29日 (土 )に PTA交通校外委員の皆さんのご協力をいただき、資源回収を実施しました。早朝より

ご協力いただきました役員の皆さんご協力ありがとうございました。

教頭 田村 重治
１９９５年１月１７日、兵庫県の南部を中心に大地震が発生し大きな被害をもたらしました。阪

神・淡路大震災です。ビルや高速道路が倒れ、多くの建物火災が発生し、この震災により６４３４
人もの尊い命が失われました。このような首都直下型の地震は１０００年に１度とも言われるくらい
発生する確率の低い想定外の地震でした。つまり誰も予想しなかったところに大地震が起こって
しまったわけです。運よく生き残ることができても、この地震によって人生を大きく変えられてしま
った人がたくさんでました。この地震から今年で２７年が経過しますが、毎年１月になると犠牲者
を偲び慰霊祭が行われ、追悼する番組も放送されます。私はいつも番組をみて、命の大切さや
周囲への感謝の気持ちをもつことの大切さについて考えさせられます。
最近も悲しい事件や事故のニュースを多く耳にするので今日は命の大切さについて考えた

いと思います。
私の中で、昔、読んだ「こころのふしぎ なぜ？どうして？」という本が強く印象に残っている

ので紹介します。この本は、子どもたちの素朴な疑問に答えていく本で、いろいろな疑問にとて
も分かりやすく解説しています。考え方の幅が広がるので、機会があったら読んでみてください。
書かれた当時のものなので、日本人の平均寿命等は多少のずれがあるかもしれませんが読み
替えてください。

自分のいのちは自分だけのものではないし、他の人の命もその人だけの命ではないということ
を強く考えさせられますね。自分を含めて、人や動物に限らず、すべての命を大切にしていかな
ければなりません。

命の大切さについて考えよう

いのちって、何？
いのちとは「みらい」のことです。「生まれる」とはみらいがはじまることで、死ぬと

は「みらいがなくなること」を言います。つまり、いのちを食べるということは、食べる
もののみらいをうばうこと。人が生きるためには、食べなければいけませんが、「きらい
だから食べない」と言って、食べ物を残すと、いのちをうばわれたものたちのみらいを無
駄にうばったことになります。
寿命とは、「いのちの長さ」のこと。生まれたときに与えられる、「みらいの長さ」とも

言えます。生まれてから死ぬまで、あっという間の生き物もいれば、長い間生き続けるも
のもいます。たとえば、今の日本人は約８３歳、男女で差はありますが・・（１９４７年
の日本人は約５２歳でした。）ゾウは４０年、ネズミは２年、ミツバチは５週間、ワニは
７５年、カゲロウが６時間、貝の仲間には４００年を越えるものもいるそうです。もちろ
ん、これは一般的な寿命をさしているのですが、私たちができることは、与えられた寿命
をしっかりとまっとうできるように精一杯生きることだと思います。
人は、一人では生きていけません。だから、だれもがたくさんの人とつながって、助け

合いながら生きています。家族や仲の良い友達など、自分と関わりあいの深い人ほど、太
いリボンでつながっています。
では、もし、自分が死んでしまったら？ つながっていたリボンは一瞬で重いくさりに

変わります。残されている人たちは、そのくさりの重さに耐えながら、このあと、ずっと
生きていくことになります。とくに、家族は太いくさりの重さに耐えきれなくなり、どこ
までも、どこまでもおちていって、くらい谷底で動けなくなるほど、苦しい思いをするこ
とになります。
このように、人が死ぬということは、その人だけでなく、その人とつながっている多く

の人を、深く悲しませることなのです。だから、自分の命も他人の命も大切にしなければ
なりません。人を殺してはいけないし、自分で自分を殺すのもいけないことなのです。
「こころのふしぎ なぜ？どうして？」 大野正人著 村山哲哉監修 高橋書店

全校生徒数２４９名
男子 女子

１年 ３７名 ６６名
２年 ３７名 ４１名
３年 ３４名 ３４名
合計 １０８名 １４１名

２月の生活行動目標
・ 身 だ し な み を 整 え 、 次 の 学 年 へ の 意 識 を 高 め よ う
・ 試験に向け て、心と学 力を鍛え 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
２月のスクールカウンセラー勤務日は、

２４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

グッジョブありがとう
カード実施！

１月11日から新学期がはじまりまし
たが、彦糸中学校の職員室では先生方
どうしが「グッジョブありがとうカード」
を書いて日頃の感謝の気持ちを伝えあ
いました。先生方もそれぞれ忙しく、
なかなか他の職員のさりげない気遣い
や心遣いに気付けていないことも多い
ので、そういうところに気付いてもら
い人間関係をさらに良くしていきたい
と思い始めました。日頃、なかなか言
うことのできない感謝の気持ちをきち
んと示し、それぞれ仕事を認め合うこ
とで仕事に対するモチベーションもあ
がると思います。ぜひ、各クラスでも
ご家庭でもいかがでしょうか。
グッジョブありがとうカードはHP

の１月13日に掲載していますので、印
刷してご使用ください。彦糸中グッジ
ョブありがとうカードは実施期間を設
けていましたが、実施期間に限らず校
長先生のところにも続々と届いていて
やる気満々で仕事に取り組んでいます
グッジョブありがとうカードを書いて
家族や友達に日頃の感謝の気持ちを伝
えるのも良いかもしれません。

1月図書室おすすめの本 （題名のみ紹介）
十二支えほん／中学生のためのショート・ストーリーズ③肥
田美代子が選ぶラブストーリー集（田辺聖子「ジョゼと虎と
魚たち」を紹介）／雪の写真家ベントレー／水仙の四月／
クラスメイツ／きみたちのぼうけん そらとうみとぐうちゃ
んと



３学期放送による始業式
全校で集まれると期待していました

が、11日(火)の始業式は放送による実
施となりました。代表生徒の言葉は左
に掲載しましたが、各学年・生徒会の
代表が立派な抱負を語りました。

代表生徒のことば ～３学期の抱負～
新しいステージに向かって 生徒会代表 １年 見﨑琶茄波
いよいよ３学期が始まりました。３学期は１年間のまとめの学期です。同時に新しいステージ

に向けての準備の期間でもあります。その新しいステージでより輝くためにこの３学期を有意義に
過ごしてください。みなさんは３学期をどんな目標をもって過ごしていきたいですか。私は２年生
で行うであろう創作ダンスに向けて阿波踊りを習得したいと思っています。古き良き日本の伝統を
創作ダンスの中に取り込むことによって新時代のダンスを作り上げていきたいと思っています。皆
さんもそれぞれ自分の目標をたててそれに向かって全力で頑張っていきましょう。

また新年は新しいことをはじめるチャンスでもあります。今までできなかったことや先延ばしにしてしまっていた
ことなどに積極的にチャレンジしてみて下さい。例えばまだ受けたことのない検定試験を受けてみたりボランティア
にチャレンジしてみたりするのはいかがでしょうか。新しいことにチャレンジすることは新しい出会いや発見、成長
につながります。新しいことにチャレンジすることも心がけて過ごしていきましょう。
卒業や進級という新しいステージを迎えるにあたって不安に思うことがたくさんあると思います。その不安を取り

除き、バネにして前に進む力をつけるのがこの３学期という時期だと私は考えます。新しいステージに向かってよい
スタートダッシュがきれるように目標をたてたり、新しいことにチャレンジしたりして３学期を楽しく過ごしていき
ましょう。

３学期の抱負 １年生代表 高嶋優作
いよいよ新年を迎え３学期がスタートしました。３学期は１年生の最後の学期でもあり、２年生

になる準備をする学期でもあります。なので僕は学習面と生活面で抱負を決めました。
学習面では、いつもテストの順位は真ん中あたりで、勉強もそこまで頑張っていない気がしてい

るので、今後は自分が満足いくような努力をしていきたいと思います。そして、何より忘れものを
しないように気を付けます。毎年、忘れ物をしないと決めても結局、忘れ物をしてしまうので今年
こそは忘れ物をなくせるように頑張ります。

生活面では言葉使いが荒いときが多くて、周りの友達に気分を悪くさせているかもしれないので気を付けていきた
いです。委員会だけは仕事がある日に一度だけ仕事を忘れてしまうことがあったので、もっと責任感を強めて忘れな
いようにします。
今年は、苦手なことややったことのないことを積極的に取り組んでチャレンジするようにしていこうと思います。

新年の最初に全校生徒の前で新学期の抱負を発表するのでその先輩方のようになれるように１年生の間にできる限り
のことをして気持ちよく２年生を迎えられる３学期にしたいと思います。

2学年３学期の目標 ２年生代表 野辺寛太
１７日間という冬休みが終わり、今日から３学期がはじまります。皆さんは、この冬休みを３学

期につながる良い期間にできたでしょうか。
２年生の３学期は、３年生の０学期とも言われている学期です。なので、勉強面でも生活面でも

意識しなければならないことがあります。勉強面では、毎回の授業についてです。これからは、今
までよりもさらに重要になる授業が増えていくと思います。毎回の授業を大切にして、より良い態
度で取り組んでいくことが大切になっていきます。また、家庭学習などを活用し、分からなかった

ところや苦手なところを復習することも自分にとってきちんと身に着けるためには必要なことだと思います。高校入
試のために、３年生になってから努力するのでは遅いです。なので、今のうちから入試を見据えて努力していくこと
が大事だと思います。また、２月の上旬には大事な実力テストがあるのでそれに向けても各教科勉強していきましょう。
生活面では、学校内での過ごし方についてです。２学期の終業式の２学年学級委員の生徒代表の言葉にもあったよ

うに、２年生は校内での過ごし方に少し問題があると思います。最高学年になる自覚を持ち、他の人のことも考え、
廊下や階段、教室や図書室などいろいろな人が使う場所でのマナーをしっかり守って生活しましょう。
最初にも言ったように、2学年の3学期は、3年生の０学期と言われています。徐々に最高学年に近づいていく自覚

をもって委員会活動や部活動で自分の役割をしっかりと務め、周りにも気を配り、先輩方から彦糸中学校の伝統を引
き継げるように、後輩たちの手本となれるように、この3学期の一日一日を大切にして過ごしていきましょう。

受検に向けて ３年生代表 大場優斗
２学期、そして冬休みが終わり３学期が始まりました。僕達３年生は高校受験を間近に控えてい

ます。１、２学期には東部地区の学力テストや三者面談、進路セミナーで将来の生き方について考
えてきました。また、自分たちのするべきことを理解し、学力向上のため、勉強に励んできました。
点数が伸び悩むこともありましたが、苦手な範囲を明確にし、日々、勉強をしてきました。
３学期が始まり受験勉強のラストスパートをかける時期になりました。自分の目指す高校に進学
できるよう、３学期もさらに勉強に力を入れていきます。残りの受験までの期間はとても短いです。

基本的な生活リズムを整え、健康管理をし、自分の勉強スタイルをつくるなど、最善を尽くしていきたいと思います。
また、卒業までの残りの期間を先生方や学年の仲間たちと楽しく有意義に生活し、この３年間の中学校生活を良い

形で終われるよう大切にしていきます。残りの短い期間を自分たちにとって良いものにできるように、そして卒業後
の進路に向けての第一歩として３学期を大切にしていきます。今まで携わっていただいたすべての方々への感謝の気
持ちを忘れず一歩一歩進んでいきます。

２年生マナー講座開催
１４日(金)５校時に、２年生はマナー講
習会を行いました。講師に元 JAL国際線
客室乗務員で公の場でも様々なお仕事を
されている齋藤貴子先生をお迎えし、社
会で通用する礼儀作法について丁寧にご
指導いただきました。中には姿勢が素晴
らしいと褒められている生徒もおり、日
頃から正しい姿勢で生活することの重要
性も感じました。様々な面で「立ち居振
る舞い」を大切にしたいですね。講師の
齋藤先生におかれましてはご指導いただ
きありがとうございました。教育支援担当訪問開催

19日(水)は県教育局と市教委から指
導者の先生をお招きして授業研究会を
開催しました。３、４時間目のすべて
の授業を公開し参観していただくと共
に、５時間目は２年１組の国語の授業
を研究授業として、全教師で参観し、
研究協議を行いました。授業では、み
んな一生懸命課題に取り組みました。
指導者の先生方におかれましては熱心
なご指導ありがとうございました。

２年生実力アップ集中講座開催
21日(金)から３回２年

生は実力アップ集中講座
を開催しました。学年の
先生方に加え校長先生、
鈴木先生、教頭が授業を
行いました。実力テスト
に向けてしっかりと復習
をして、最高の結果を出
してください。

非行防止教室開催
24日(月)は埼玉県警察非行防止班「あ

おぞら」から警察官の方にお越しいただき、
非行防止教室を開催しました。コロナの
まん延防止重点措置が出ているため、ZO
OMを使って各クラスにオンライン配信
し 画面越しにお話を視聴する形になりま
したがみんな真剣に話を聞いていました。
中学生が巻き込まれてもおかしくないよ
うな、オレオレ詐欺のうけ子のバイトの
話や薬物の話などもありました。優しい
言葉と甘い誘いにはワナが潜んでいるか
もしれないと思って行動することが大切
です。何か困ったことがあったときはで
きるだけ多く周りの人に相談することで
す。１時間弱の講話でしたがとても勉強
になりました。講師の警察官の方々にお
かれましては、お忙しい中ご指導いただ
きありがとうございました。

コロナ感染を広げないために
新型コロナの感染拡大が大きな問題に

なっています。感染を広げないために以
下の点にご協力ください。
〇三密の回避、マスク・手洗いの徹底
〇家族・本人の体調不良時の登校自粛
〇不要不急の外出の自粛
〇感染予防に向けた用心
〇規則正しい生活と日々の健康管理

いのちの授業実施
２８日(金)は公立小松大学より坂本め
ぐみ先生に来校していただき、いのちの
授業を実施しました。自分を大切にした
生き方をするために日常生活で注意しな
ければならないこと等、大切なことを教
えていただきました。講師の坂本先生に
おかれましては、たいへんお忙しい中、
ご指導いただきありがとうございました。


