
生活行動目標

○時間に余裕をもって行動しよう
○心を一つに団結し、糸中祭に向けて

の練習を頑張ろう

学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

「彦糸中・みんな頑張っています」

校長 新坂 晃良

二学期が始まり一ヶ月が過ぎました。学校では、市内駅伝大会(10 月 4

日)小中陸上競技親善大会(10 月 23 日)に向けて選手の選考をするた

め、１，２年生の運動部や３年生の希望者、文化部にも声をかけ参加者を

募りました。参加者全員で朝練習を一週間実施し、毎日タイムの計測を

行い、学校代表の駅伝選手を決めました。大人数での朝練習は、とても

圧巻で記録の向上にもつながったと思います。また、小中陸上競技親善

大会には、陸上部員を中心に選考し、人数の足りない種目については、

今回の朝練習とスポーツテストの結果等から生徒へ協力をお願いしてい

きます。

新人体育大会地区予選会が 9 月 26 日から行われました。３年生が引

退し、女子バスケット・サッカー・女子バレーでは正規の人数が確保でき

ず、他校との合同チームや文化部から助っ人を入れて出場しました。生

徒は少ないメンバーで声をかけ合いお互いをフォローしながら、大会に

向けて毎日よく練習していました。一緒のチームになる相手校とは夏休

みから合同練習をして、チームの雰囲気を高めて試合に臨みました。で

きれば現小学校６年生がたくさん入部し、５月から６月に行われる学校総

合体育大会では本校単独チームで出場したいと願っています。小学６年

生の皆さん、１年生からレギュラーになるチャンスです。

その他にも沢山の生徒が活躍しています。 9 月 7 日には、英語のスピ

ーチコンテストで本校３年生２名が出場し、落ち着いた中で制限時間内

にスピーチとパフォーマンスをしっかりとまとめ、立派な発表をしてくれま

した。理科展には、夏休みに研究したものを放課後模造紙に作成し５作

品を出展、３作品が埼葛展覧会へと進めることが出来ました。 9 月 28 日

に「５つのケータイルール」を啓発するために彦郷小を訪問し、高学年に

向けて本校生徒が発表させていただきました。 9 月 29 日には、彦糸小

バザーオープニングセレモニーで結成わずか半年の吹奏楽部が演奏さ

せていただきました。１０月の初めには、生徒会の改選があり、１，２年生７

３名の中から６名の生徒が立候補しています。そして１０月からは糸中祭

（ 11 月 3 日）に向けた合唱の練習が本格的に始まります。

先生方も９月６日に小中連携体験授業を彦糸小・彦郷小で６年生を対

象に数学・英語の２教科で行わせていただきました。毎週木曜日にはハ

イパーカゴスタで４５分の学習会を放課後に実施しています。また、３年

生の先生方は放課後に残って勉強したい生徒に対して補習を行ってい

ます。

みなさんの積極的な活動に感謝しています。

三郷市立彦糸中学校だより
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生徒数

１６０名
１年 ２７名
２年 ４６名
３年 ８７名

９月７日（木）に彦糸小・彦郷小の児童を招いて体験

本校の卒業生で、日本テレビ『スッキリ』の気象キャスターとして
活躍されている気象予報士の藤富郷さんに講演をいただきました。

藤富さんは渋谷学園幕張高校、早稲田大学に進学し、大学院在学中
に気象予報士の資格を取得されました。また、現在は税理士としても
活躍されています。『勉強をすることがいかにして役に立つのか』とい

うことを丁寧に教えてくださいまし
た。また、質問コーナーでは気象の
ことだけでなく、学校生活やプライ
ベートなことまで多数の質問に気さ
くに答えてくださり、大変有意義な
時間となりました。みなさんも自分
の夢や目標に向かって努力を続けて
いきましょう！

悪天候の中、新人戦地区大会が始まりました。新しい代になってか
ら初めての大会です。女子バスケットボール部はメンバーが少なく、
同じようにメンバーの少ない彦成中学校女子バスケットボール部と合
同チームでの参加となりました。

新 人 戦 地 区 予 選 会

日 曜 １０月 の 行 事 予 定
1 月 職員あいさつ運動①

2 火 職員あいさつ運動②

3 水 第３回進路セミナー６校時

4 木 生徒評議員会 市内駅伝大会

5 金 専門委員会 読み語り２年

6 土

7 日

8 月 体育の日 諸活動停止期間

9 火

10 水 育成会あいさつ運動（糸小）

11 木 中間テスト 学校保健委員会６校時
12 金 生徒会役員選挙立会演説会６校時
13 土
14 日
15 月
16 火
17 水 陸上部県大会① 育成会あいさつ運動（郷小）
18 木 県大会② ふれあいデー ハイパーカゴスタ
19 金 救命講習２年
20 土 糸中バザー
21 日
22 月 全校集会
23 火 第４７回小中陸上大会
24 水
25 木 ハイパーカゴスタ
26 金 読み語り１年
27 土
28 日
29 月
30 火 保育実習３年３組
31 水
１１月 １日 彩の国教育の日

２日 保育実習３年１組
３日 糸中祭
６日 保育実習３年２組
８日 埼葛テスト３年

１２日～２０日 三者面談期間３年
２８日・２９日 期末テスト

日本テレビ『スッキリ』気象キャスター
本校卒業生 藤富 郷さん 講演会



強できることに感謝したいと思いました。この気持ちを忘れず２学
期も、最高学年として、１，２年生のお手本になれるよう、日々、
日常生活を送れることを感謝して生活していきたいです。（中略）

私は、夏休み中に行われた最後の県大会に出場することができま
した。私にとってはとても大きな宝物になりました。つらい練習を
乗り越えたからこそ勝ち取れた今回の経験を行かして、受験勉強も
頑張り、高校やその先の陸上人生にもつなげていきたいです。

９月２７日、県立杉戸農業高校において、「産振北葛支部発明創
意工夫展」が行われました。各地区から選ばれた優秀な作品が集ま
りました。本校から出品した作品のうち、次の３つの作品が北葛支
部代表として、埼玉県発明創意
工夫展に出品されることになり
ました。
・新井叶愛，新井かのん

「おそうじネコマント」
（最優秀賞）

・辻 結花 「汚れないラップ」
（優秀賞）（左下の写真）

・柴崎 結
「手がよごれないんです」
（優秀賞）（右下の写真）

９月２２日(土)、２３日(日)の２日間、瑞沼市民センターで三郷
市科学教育振興展覧会が開催されました。

本校からも５つの研究が出品されました。そのうち、３作品が三
郷市の代表として、蓮田市で行われる埼葛科学教育振興展覧会に出
品されることになりました。
・岩﨑琴音，岩﨑朱音

「表面張力の実験Ⅱ」
（埼葛展推薦賞）

・河原井寧音，笠原夢和，
緑川佳菜

「物質を加熱したみた！」
（埼葛展推薦賞）

・石田彪雅
「遠くへ飛びたい～主翼の面

積と飛距離の関係～」
（埼葛展推薦賞）

・高橋こころ，森 知慧，水落舞奈「サイコロ１万回振ってみた」
（金賞）

・牧野圭寿，勝倉はな，堀田太一「数学の研究 ”同様に
確からしい”を確かめる－じゃんけん－」

（金賞）

三郷市科学教育振興展覧会

産振北葛支部発明創意工夫展

生徒会代表 ２年 小沼愛琉
２学期には、生徒会役員選挙や糸

中 中祭があります。生徒会役員選挙は、
１，２年生の中から、今後、どのよ
うにして糸中をひっぱっていくのか
代表を決める大切なものです。また、
今年の糸中祭は、文化部発表会もあ
ります。文化部のみなさんの発表が

とても楽しみです。各クラスのみな
さんは、合唱を通して、クラスの和・団結を高めていっ
てください。（中略）
学習面では、一人一人が細かい計画を立てて、中間テ

ストや期末テストに全力で臨みましょう。３年生は、１，
２年生と違って受験があります。自分の希望する高校目
指して最善を尽くしましょう。

１年生代表 湯浅朱々
私が２学期に頑張ることは、学習

と部活動です。（中略）授業の時に
は、しっかりと聞き、わからなかっ
たところを復習し、わかるように工
夫してやりたいです。

部活では、３年生が引退し、２年
生の先輩と一生懸命に頑張っていま

す。新人戦、駅伝と、１学期に比べて２学期は大会がた
くさんあります。一日一日の部活動を大切にして、小学
校のころよりも、ぐんと成長したいです。（後略）

２年生代表 森 知慧
２学年のみなさんも新たな目標を

立て、頑張ろうと思っている人も多
いことでしょう。（中略）

２学期には３学期にある社会体験
学習に向けての取組が始まります。
改めて言葉遣い、挨拶、礼儀作法の
見直しを学年全体、各自で取り組ん

でいきましょう。糸中祭という大きな行事もあります。
昨年経験したことを、練習などでどんどん生かしていき
ましょう。そして、それぞれの役割、仕事をしっかり果
たし、各クラス、２学年全体の発表をよりよいものにな
るように、みんなで協力しあい、糸中祭を成功させまし
ょう。

３年生代表 染谷 萌子
私達３年生にとって最後の夏休み

が終わりました。この夏、西日本を
中心に多くの地域で河川や土砂災害
が発生し、死者が 200 人を越える大
きな災害となりました。中でも私達
と同じ中学生の教科書やノートが土
砂に埋まり、勉強したくてもできな

い人たちがいることをメディアで知りました。そして、
私は当たり前のように生活ができ、当たり前のように勉

９月７日（金）、三郷市鷹野地区文化センターにおいて、
三郷市英語弁論大会が行われました。彦糸中からは、夏休み
前から準備と練習を重ねてきた２名の生徒（島 優希奈、
藤島 彩）が参加しました。二人とも昨年に続いて、２年連
続の出場です。

第１回学校保健委員会が開催されます。保護者の皆様の御
参加をお待ちしております。
日時：１０月１１日（木）１５：０５～（受付１４：５０～）
会場：体育館（体育館へ直接、お越しください。）
内容：テーマ「姿勢を正して成績アップ！」

講師 宇南山 伸 先生
（日本工学院医療カレッジ鍼灸科）

本当に正しい姿勢ができているでしょうか？正しい姿勢を
知ること、正しい姿勢でいることで、どんな良いことがある
のか、なぜ成績アップにつながるのか・・・。実技をまじえ
て、わかりやすく説明していただきます。当日は全校生徒も
一緒に参加します。

保護者の皆さま、動きやすい服装で御参加ください。上履
きをお持ちください。

今年度も彦糸中ＰＴＡバザーを行います。
■日時 １０月２０日（土）１１：００～１３：００

会場：彦糸中学校 テニスコート脇
（雨天の場合・・・体育館）

当日は模擬店 焼きそば、炊き込みご飯、ホットドッグ、
バナナチョコ、ポップコーン、豚汁、飲み物、おせんべい、
お花などを販売する予定です。また、提供品の販売も行いま
す。

地域貢献部、吹奏楽部の発表もあります。ぜひ、お越しく
ださい。

※糸中バザーに向けて、お米や提供品に御協力いただきまし
て、本当にありがとうございました。感謝いたします。

英語弁論大会で練習の成果を発揮

学校保健委員会10月11日（木）

2学期の抱負 代表の言葉

平成３０年度糸中バザー １０月２０（土）








