
生活行動目標三郷市立彦糸中学校だより
令和４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
７月
1 金 期末テスト (1・2年 )卒アル個人部活写真
2 土 漢検 小学校公開
3 日 英検外部受験会場2次
4 月 生徒評議委員会 専門委員会

スケアードストレイト交通安全教室
5 火 cap講習 (１年 )
6 水 cap講習 (１年 )
7 木 保護者会 (１年・特支）

子供安全見守り講座（１年）
8 金 保護者会 (２ ・３年 ) ダスキン講習 （２年）

進路セミナー (３年 )
9 土 数検
10 日 英検外部受験会場2次
11 月
12 火 自然体験学習 (2年生 )
13 水 学校開放運営委員会
14 木
15 金 給食終了①～④短縮
16 土
17 日
18 月 海の日
19 火 短縮30×3+大掃除 (40)
20 水 終業式 心肺蘇生
21 木 夏季休業日 ふれあいデー ３者面談
22 金 ３者面談
23 土
24 日
25 月 ３者面談
26 火 ３者面談
27 水 ３者面談
28 木 ３者面談
29 金 ３者面談
８月

１日 (月 )・2日 (火 ) サマスタ 積極的に参加しよう。
10日 (水 )～16日 (火 )は学校閉庁日 緊急の連絡は三郷市教育委員会にお願いします 。

26 金 始業式
27 土
28 日
29 月 発育測定 避難訓練
30 火 給食開始 40×6 三郷市英語弁論大会
31 水 生徒評議委員会 専門委員会
30 金 保護者会 (２ ・３年 ) 3年進路セミナー
31

校長 三浦 力

梅雨なのに雨が降らないと思っていたら梅雨明けして、列島

各所で猛暑日が続く中、３年ぶりの修学旅行を催すことが叶い

ました。子供たちは、初めての京都奈良に興奮し、歴史を感じ

ながら仲間と楽しい時間を過ごせました。準備から当日まで、

細心の注意配慮を払ってきた成果から無事に終了することがで

きました。保護者の皆様、ご協力いただきました皆様、本当に

ありがとうございました。

また過日、学校総合体育大会が行われ、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。県大会へ出場する陸上部、卓球部の皆さんには、学校の代表として更なる活

躍を期待しています。

さて、修学旅行の３日間で日本の文化、建造物の美しさ、日本人の美徳・おもてなしをたくさん

感じてきたところですが、【美徳】について考えてみました。そもそも“おもてなし”をするために

は、他人への高い関心と配慮が必要です。相手が嬉しく感じてくれるよう挨拶を交わす、不快を感

じさせないようにマナーを守る、待たせることがないように時間は正確など、日本人気質が出ると

ころです。例えば、電車やバスが時間通り動くのは当たり前と感じていますが、外国の方たちはバ

スでさえ本当に正確と驚いていました。また、飲食店で注文してから料理が出てくるまでの時間は

短く、盛り付けはきれいで、食後にデザートや飲み物が出てくることに感動していました。さらに、

どこの街を歩いてもゴミはなく、缶が落ちていたら拾ってゴミ箱へ捨てている学生を見て感心して

いました。私たちはペットボトルも飲み終わればキャップ、ラベルと分別し、中を洗って処分する

のが当たり前になっているので褒められそうです。もっと言うと、拝観者がたくさんいて順番待ち

をしていれば、きちんと並んで割り込みすることなく待つこともできます。

これらの行動から、周りの人に安心感を与えることができるから、世界の人が旅行先に日本を１

位に選ぶのだと思います。これぞまさに日本人の美徳です。しかし、こんなシーンも見ました。電

車内で大きな声で電話をしている外国の方を集団で睨（にら）む、マスクをしないでバスに乗る人

を怪訝（けげん）そうに見る、飲食店で咳をした時はその場に居辛くなります。その人の事情があ

り、緊急な電話だったり、肌アレルギーがあったり、誤飲しただけかもしれない、そこまで考えら

れるようになると本当の【美徳】と感じられた３日間でした。

多くの人と関りながら生活している私たちは、本当の【美徳】を目指し、一言一行動する前に深

く考えてから対応したいものです。

いよいよ７月、今学期も登校する日は残り１３日。２０日に終業式を迎え、２１日から夏季休業

を控えていますが、夏の計画をし、準備を大事に過ごしてほしいと願います。

保護者の皆様、地域の皆様、１学期、学校の取組に多くのご理解ご協力をいただきありがとうご

ざいました。子供たちがたくさん輝くことができました。改めて感謝申し上げます。

日本人の美徳 ～関心持つこと＝深く考えること日本人の美徳 ～関心持つこと＝深く考えること

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、

７、14日の木曜日です。
◎さわやか相談室直通電話

０４８－９５８－１２１３
◎ＳＣ・稲川貴大／相談員・我妻知子

・水分補給をしっかりとし、熱中症を予防しよう。
・一学期の総まとめをして、夏休みの計画を立てよう。

生徒数
２６７名

１年 ８５名
２年１０４名
３年 ７８名

お昼の放送でおすすめ
した図書館の本
〇はじめての〇目の見えない
白鳥さんとアートを見に行く
〇セカイを科学せよ！〇江戸
のジャーナリスト 葛飾北斎
〇海を見た日〇お父さんが教
える読書感想文の書きかた

2-1図書委員が推薦した本
〇5分後に涙のラスト
〇52ヘルツのクジラたち
〇誰も死なないミステリーを
君に



あいさつ運動実施
8日(水)は彦糸小学校で、22日(水)は校区の小学

校２校の校長先生と児童の皆さんが来校し、彦糸中
学校であいさつ運動を実施しました。本校の生徒会
本部の生徒とたくさんのボランティアが参加し、盛
大に行いました。ご協力ありがとうございました。

食育指導実施
23、24日の2日間、岩野木給食センターの栄養

教諭の先生に来校していただき1年生は食育指導を
実施しました。両日とも給食に使用されている食材
についてわかりやすく説明していただきました。
三郷で栽培されているアスパラガス、給食に使われ
ているカシューナッツなど、調理方法や豊富な栄養
についてわかりやすく説明していただきました。生
徒達は食事をしながら真剣に聞き入っていました。

学校総合体育大会
13日(月)に校庭で全校生徒が集まり、学校総合
体育大会地区予選会に向けて壮行会を行いました。
14日からの大会に向けて、各部活動の代表が抱負
を語り、地域貢献部が和太鼓で各部活動の選手を
鼓舞しました。

14日(火)から大会が各会場で開催されました。素
晴らしい成績を残した人たちもいましたが、ぎり
ぎりのところで勝負を落としてしまった試合もあ
りました。
「あと１点先にとれば勝ったのに。悔しい。」そん
な言葉が聞こえてきそうな試合もありましたが、
精一杯闘いました。

学校総合体育大会地区予選結果
〇女子バスケット部 ３位
〇女子テニス部 団体3位
〇男子卓球部 団体3位
以下の選手は個人で県大会出場を決めています。
〇卓球 個人シングルス 2位

個人ダブルス 2位
〇陸上 中１男子100m 1位

中３男子100ｍ 1位
共通男子400ｍ 2位
共通男子走高跳 2位
中１男子走幅跳 １位
共通男子走幅跳 1位

3位
中１女子100m 2位
共通女子200m 2位

3年生修学旅行の思い出

3年生は6月26日(日)から２泊3日で京都・奈良への修学旅行に出かけました。28日に
は近畿地方でも梅雨明けが発表され、３日間とも素晴らしい晴天に恵まれました。3年生
は入学以来、コロナ禍で影響を受けてきましたが、それを跳ね飛ばす最高の３日間になり
ました。また、3日間、大きく体調を崩す人もおらず修学旅行は大成功でした。京都・奈
良の文化に触れ、友達との絆を深める素晴らしい旅行になりました。

フラダンス発表会参加
18日(土)、鷹野文化センターにおいて、「へ ハナ
ナネア カ フラ」第6回ホイケが盛大に開催され、
糸中のフラダンスをご指導いただいている先生か
らお誘いいただき参加しました。約3時間半に渡
りたくさんの団体が日頃の練習の成果を見せてく
れました。糸中地域貢献部からは2年生５名が参
加しましたが、とてもすばらしい踊りでした。

交通ルールを守り安全に登下校しよう

自転車の乗り方は大丈夫ですか。朝、急いであわ
てて登校していませんか。もし自分が慌てていて、
車に乗っている人も同じ状況だったら、お互いが悪
いタイミングで接触してしまうかもしれません。
時間に余裕を持って行動し、交差点での左右の確

認をしっかりと行うようにしてください。万が一の
ときに命を守るヘルメットも大切な役割をします。
自転車に乗るときは絶対に着用するようにしてくだ
さいね。ご家庭でのご指導もよろしくお願いします。

通信陸上競技大会県大会

10日(金)に熊谷市スポーツ文化
公園陸上競技場において通信陸上
の県大会が開催されました。本校
から2名の選手が走り幅跳びで出
場しましたが、3年が県大会3位
という素晴らしい結果を残しま
した。


