
９月の生活行動目標

○生活リズムを取り戻し、規則正し
い生活をしよう。

○諸活動に積極的に取り組もう。

生徒数

１６１名
１年 ２７名
２年 ４７名
３年 ８７名

学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

「一生懸命の素晴らしさ」

校長 新坂 晃良

今年の夏もスポーツやイベントを通して沢山の感動がありました。

高校野球では、秋田県立金足農業高校が準優勝をしました。一回戦

から勝った後に校歌を横一列に綺麗に並び体をのけぞりながら、喜びを

大きな声を出し歌っている姿がありました。学校の代表として誇りを持って

戦ったことが歌う姿勢に表れていました。チームがピンチな時には、場を

和ませるため、明るく笑顔で監督の指示を伝え、移動は全力で走るなど、

高校生らしさがありました。また、毎試合ヒーローが誕生し、チームワーク

の良さもありました。たぶん、校歌を一生懸命に歌っている選手や応援団

をテレビ画面を通して観ている卒業生ＯＢ．ＯＧの方々は、誇りを感じて

一緒に歌っていたのではないかと思います。

アジア大会では、沢山の日本人の活躍がありました。陸上競技では、

気温３０℃を越える猛暑の中、男子マラソンで井上大仁選手が優勝し、女

子マラソンでは野上恵子選手が準優勝をしました。野上選手は、３０歳を

越えてから急成長したそうです。若い時は決して注目される存在ではな

く、故障も多く全国高校駅伝では３年連続控え選手でした。「コツコツやっ

ていればいつか成長できる。粘り強さは負けない。」と続けてきた結果、

３２歳で準優勝されました。目標や夢をかなえるためには、それまでの厳

しい練習とあきらめず続ける意志の強さを感じました。

日本テレビで行われた「 24 時間テレビ」では、 ANZEN 漫才みやぞん

さんがトライアスロンに挑戦しました。トライアスロンでは、水泳 1.55km を 1

時間弱で完泳。自転車 60.4km を約 4 時間。マラソン 100km を 23 時間

29 分で完走。スタートから 32 時間 34 分かけてゴールをしました。彼は走

る前に「自分の機嫌を自分で取る。心の挑戦をしていく。楽しいと思って

ゴールできれば、ステップアップできる。」と話をしていました。前向きで、

物事を「プラス思考」に捉え、苦しいことを楽しみにするため、誰の質問で

も、楽しいと答えていました。さらに凄いのが、自分が苦しい時にも、周囲

の事を気遣い、一般の方の声援にもしっかり反応し、チームメイトの食事

まで心配していました。全て活動を「プラス思考」として楽しさに結びつけ

ていました。最後まで、愚痴をこぼさず、素晴らしい精神力と人間性に感

心させられました。

三郷市立彦糸中学校だより
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我が校が誇る陸上部が今年も学総県大会に出場しました。
日本一暑い熊谷での大会でしたが、熱中症に負けずに精一杯
頑張ることができました。本校は伝統的に『陸上の彦糸中』
になっているところがあります。地区予選会では１位を連発
し、彦糸中陸上部の強さをアピールすることができました。
この後も体育的行事がいくつかあります。自分のベストを目
指して頑張ってもらいたいと思います。

7/22(日)・23(月) in 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場
中学２年男子１００ｍ 佐藤瑠輝 １２”５８
中学３年男子１００ｍ 神田陽太 １２”０４
共通男子４００ｍ 南波将人 ５８”０２
共通男子８００ｍ 南波将人 ２’１３”１１
中学３年女子１００ｍ 佐渡紅葉 １３”２５

染谷萌子 １３”３７
共通女子２００ｍ 染谷萌子 ２７”６１
中学３年女子走幅跳 佐渡紅葉 ４ｍ５５ｃｍ
女子４×１００ｍＲ 染谷萌子 ５２”２８

佐渡紅葉
柴崎 結
工藤萌乃佳

日 曜 ９ 月 の 行 事 予 定

1 土

2 日

3 月 始業式

4 火 職員あいさつ運動 発育測定 避難訓練

5 水 給食開始 埼葛テスト３年 実力テスト２年

6 木 小中連携体験授業

7 金 彦糸中学校ＰＴＡ特別講演会 英語弁論大会

8 土

9 日

10 月 生徒評議員会

11 火 生徒専門委員会
12 水 信保陽子ミニコンサート（彦糸小）
13 木 ハイパーカゴスタ
14 金 学校公開①
15 土 学校公開②
16 日
17 月 敬老の日
18 火 中学校振休
19 水
20 木 ハイパーカゴスタ
21 金 ふれあいデー
22 土
23 日 秋分の日
24 月 振替休日
25 火
26 水 新人戦地区予選会①
27 木 新人戦地区予選会②
28 金 新人戦地区予選会③
29 土
30 日
１０月 ４日（木）市内駅伝 ５日（金）予備

１１日（木）中間テスト 学校保健委員会６校時
１２日（金）生徒会役員選挙
２０日（土）糸中バザー
２３日（火）第４７回小中陸上大会



７月１４日（土）、資源回収がありました。事前の
準備から当日まで、特に交通校外委員会の役員の皆さ
ま、有り難うございました。また、回収物をご提供い
ただいた多くの保護者の皆さま、感謝いたします。当
日は多くのボランティアの生徒が力を貸してくれまし
た。本当に助かりました。

【学ぶ糸中賞】

１年 河原井寧音 ２年 牧野圭寿 ３年 矢内菜々

【心の糸中賞】

２年 新井かのん ３年 髙橋穂香

【鍛える糸中賞】

２年 工藤萌乃佳 ３年 染谷萌子・佐渡紅葉

【ボランティアスピリット賞】

及川榛一・南波将人・牧野圭寿・緑川佳菜・三輪結菜

森知慧・山本一冴（以上２年生）

駒嵜真由（３年生）

【人権教育実践報告会発表作文「はばたき」】

優良賞 １年 阿部百合愛 ２年 新井かのん

３年 駒嵜真由

【第５７回埼玉県硬筆展覧会】

特選 ３年 金丸日向子

優良賞３年 志賀美璃

【第３９回三郷市陸上競技選手権大会】

２年女子１００ｍ 第２位 工藤萌乃佳 13'61

２学期も、彦糸中生のみなさんの活躍を期待します。

1学期 校長賞等の受賞者

資源回収（7/14）

２つ目は部活動です。１学期も去年と同様に休まず参加すること
ができたし、そのおかげで、大会で結果を残すことができて、とて
も良かったと思います。先輩からスタートダッシュのコツや幅跳び
のコツなどを教えてもらい、去年よりも上達することができたこと
を実感しました。（中略）

１学期の反省点としては、ボランティア活動にあまり参加できな
かったことです。花いっぱい運動や資源回収ボランティアなどには
参加しましたが、あいさつ運動にはあまり参加することができませ
んでした。２学期以降は、できる限り積極的に参加し、彦糸中学校
をさらに明るい雰囲気にしていけるように頑張ります。（後略）

３学年代表 原野 大
３年生となり、１つひとつの行事に「最

後の」とつくようになりました。１学期
には、体育祭と修学旅行がありました。

最後の体育祭。今年は小中合同運動会
となり、僕にとっては競技数が減ってし
まって残念でしたが、記念すべき第１回
を最高学年として迎えられたことを誇り
に思っています。３年２組は、どの種目

でも勝つことはできませんでしたが、あらゆる困難を乗り越えて、
一番クラスの絆が深まったと思います。（中略）また、修学旅行で
も楽しい思い出をつくることができました。僕は実行委員として、
企画・運営などをしました。また班長として班員をまとめたり、学
級委員としてクラスをまとめたり、加えて実行委員として学年を動
かすのはとても大変でした。ルールや持ち物を決めるなど、修学旅
行をゼロから組み立てていくのは初めての経験で、とまどうことも
多くありました。しかし、実行委員のメンバーで協力しあって活動
することができました。

「古都の歴史を学び、友情の輪を深めよう」というスローガンも
達成することができました。修学旅行の３日間は、とても充実して
いました。実行委員としての今回の経験は、僕を成長させてくれた
と感じています。

今年の夏休みは、自分に甘えず、効率的に勉強をして、目標に向
かって頑張ります。そして２学期は１学期よりも定期テストで満足
のいく結果を残します。勝負の夏休みを制して２学期、そして春に
笑っていたいです。

心配された天気にも恵まれて、大勢の保護者の方や生徒達と花い
っぱい運動を行いました。昨年も手伝ってくれた生徒達は慣れたも
のです。手際よく仕事を行っていました。１年生は先輩と一緒に作
業をしたり、保護者の方に手伝ってもらったりしながら一生懸命に
作業していました。あっという間に作業も終わり、その後は PTA
の方々による『かき氷大会』が待っていました。中には５杯も６杯
もおかわりする生徒や、シロップでカラフルにデコレーションする
生徒など、存分にかき氷を楽しみ味わっていました。

花いっぱい運動(7/7)手際よく美しく！

生徒会代表 ２年 近藤 有紗
１学期を振り返って良かった点は２

つあります。１つ目は小中合同運動会
です。初めての合同。小学生もいて大
変だったと思いますが、中学生らしい
行動をし、成功へと導くことができま
した。２つ目は学総です。出場した一
人ひとりが今までの成果を発揮し、全

力で頑張れたと思います。改善点も２つあります。１つ目は少
し落ち着きがないことです。（中略）学校、公共のルールやマナ
ーを見直し、２学期には、よりよい充実した生活をできるよう
にしましょう。２つ目はあいさつ運動です。参加者は、だんだ
んと増えてきて活気が出てきていますが、まだまだ少ないと思
います。また、声の大きさも、まだ充分ではないです。参加し
てくれている人も、大きくはっきりあいさつをしていきましょ
う。登校してきてあいさつを返す側の人たちも、恥ずかしがら
ず、無視せず、あいさつをしましょう。

一人ひとりが１学期のことを振り返り、改善点を見つけ、２
学期に生かしていけるようにしましょう。

１学年代表 水落 陽太
私は、この彦糸中学校で１学期を過

ごして、小学校との違いを大きく感じ
たことが２つあります。

１つ目は学習面です。小学校とは違
って英語という教科が増えたり、算数
が数学になったりしました。それで、
覚える言葉、やる事が増えて、テスト
でも満足する結果が出せませんでし

た。１学期のテストを反省しより成績があがるよう、２学期、
３学期の中間、期末テストに向けて、これからいっぱい勉強し
ていきます。（中略）

２つ目は部活動です。小学生のときは、同学年と活動してい
ましたが、中学校では２，３年生の先輩方と活動して、上下関
係が学べました。６月の学総大会では、一生懸命に応援しまし
たが、残念ながら負けてしまいました。その後３年生は引退し
てしまって、現在は２年生と１年生の少ない人数で活動してい
ます。徐々にボールも打てるようになってきました。来年は後
輩が入ってくるので、いろいろと教えてあげることができるよ
うに、今のうちに準備をしておきたいです。そして２学期には
新人戦があるので、先輩と協力して勝てるように、積極的に活
動して、自分の力を伸ばしていきたいです。

２学年代表 柴崎 結
７０日間あった１学期も、あっと

いう間に過ぎ、明日から夏休みにな
ります。みなさんにとっては、どん
な１学期だったでしょうか。私が１
学期頑張ったことは２つあります。

まず１つ目は、なんといっても三
郷市で初めて行われた小中合同運動
会です。初めての取り組みで、入退

場のしかたの違いや小学生と合同の種目があるなど、去年と全
く違ったので、とても大変でした。（中略）来年は私たち赤学年
が最高学年になるので、今年以上に小中合同運動会がよくなる
よう、大成功するように頑張りたいと思います。

1学期のまとめ ２学期に向けて!!


