
生活行動目標

○実りのある計画を立てよう

○礼儀正しく責任ある行動を心がけよう

学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

「新しい年を迎えて」

校長 新坂 晃良

新年明けましておめでとうございます。平成３ 1 年が幕を開けました。皆様
には、御家族でよい年をお迎えしたことと心からお慶び申し上げます。また、

この冬休み中、保護者の皆様の御協力により大きな事故もなく今日を迎えら

れましたことに心からお礼申し上げます。

年頭のあいさつに平成と入れましたが、いよいよ５月１日から新元号になり

ます。１月１日の埼玉新聞に２ページに渡り詳しく掲載されていました。日本

最初の元号は 645 年の「大化」。日本でこれまでに使われた元号は２４７だそ
うです。明治時代に岩倉具視らの考えで、天皇一代に元号一つとする「一世

一元」の制度となったそうです。元号選定の基準では、①国民の理想としてふ

さわしい良い意味を持つ。②漢字二字。③書きやすく、読みやすい。④一般

に用いられていない。その他にも、イニシャルが明治(M)・大正(T)・昭和(S)・
平成(H)と重複しないなど、があります。元号で多く使われている漢字には、永
(29回)元・天(各 27回)治(21回)応(20回)です。沢山の条件を満たした２０１９
年の元号が何になるか、考えてみたくなりませんか。

スポーツでは、ラグビーワールドカップが９月２０日から一か月半にわたり、

今回初めてアジアが舞台となり日本での開催となりました。熊谷ラグビー場も

試合会場(12)の一つになります。今年はラグビーが注目される年になると思い
ます。ルールを少しでも知って観戦すると楽しさはさらに増します。そこで基

本的なことを載せてみました。①ボールを持って前進し、相手のインゴールに

トライする陣取りゲーム。②前にパスしたり、ボールを前に落とすことはだめ

で、ボールより前でプレーしてはいけない。③試合時間は前後半各４０分の８

０分。④１チームは１５人で、交代は最大で８人まで認められる。⑤ボールを持

つ相手を捕まえて倒すなどして守る。倒された選手はボールを放さないと反

則になる。⑥得点はトライで５点とトライ後のゴールキック(トライした地点の延

長した地点から蹴る)で２点が与えられる。興味を持ったり、更に楽しく観戦し

たい方は、是非とも調べてみてください。

３学期はとても短くまとめの時期でもあります。職員一同さらに子どもたちの

実態を踏まえながら、効果的な指導・支援に努力して参ります。地域・保護者

の皆様におかれましても、昨年にも増して御理解と御協力いただけますよう、

よろしくお願い申し上げます。

三郷市立彦糸中学校だより

平成３１年１月号
三郷市彦成３－１４－４
TEL. ０４８（９５７）１２１５

生徒数

１６０名
１年 ２７名
２年 ４６名
３年 ８７名

一番上の写真は美術の補習をしている三年生です。１月２６日

（土）・２７日（日）に行われる埼葛美術展では石彫を出品します。

最後の磨きの工程に心を込めて取り組んでいるところです。

二番目の写真は、１年生のスキー教室のスローガンを制作して

いるところです。スローガンはスキー場のある新潟県にちなんで

「コシヒカリ」。コ：心に残る思い出 シ：自然の素晴らしさ ヒ

：人との出会い カ：感謝の気持ち リ：立派な態度 です。素

晴らしいスローガンのもと、是非成功させたいですね。

三番目の写真は、書き初めの練習をしているところです。音楽

の渋谷先生は『書の達人』。熱心な指導に生徒たちも一生懸命取り

組んでいました。

放課後は補習や学年の仕事に一生懸命
日 曜 １ 月 の 行 事 予 定

1 火 元日

2 水

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火 始業式

9 水 発育測定

10 木 給食開始 ３学期時間割開始 ハイパーカゴスタ

11 金
12 土
13 日
14 月 成人の日
15 火
16 水 ２年職場体験学習① １年スキー教室①
17 木 ２年職場体験学習② １年スキー教室② ３年ハイパーカゴスタ

18 金 ２年職場体験学習③ １年スキー教室③
19 土 文学講演会
20 日
21 月 ふれあいデー
22 火
23 水 学校関係者評価委員会 生徒評議員会
24 木 ハイパーカゴスタ
25 金 専門委員会 ３年親になるための学習 ３校合同保健委員会

26 土 読書フェスティバル
27 日
28 月
29 火
30 水 ２学年学力テスト
31 木 ハイパーカゴスタ
＜２月の主な予定＞
４日（月）全校集会
８日（水）３年 命の授業 １２日（火）新入生説明会
１８日（月）１９日（火）埼玉県公立高校学力検査出願
２５日（月）２６日（火）学年末テスト
２８日（木）埼玉県公立高校学力検査



４月から給食事務として、彦
糸中学校の給食を担当してくだ
さった須賀眞由美さんが、２学
期いっぱいでお辞めになりまし
た。１，２学期と、おいしい給
食を私たちのために提供いただ
き、本当にありがとうございま
した。
３学期からは、新たに給食事

務として髙野彩子さんがおいで
になります。髙野さん、よろし
くお願いします。

１２月１５日(土)１０：３０
から第２回の資源回収を実施
しました。
当日は、ボランティアの生
徒、PTA の皆様、教職員、総
勢４０名をこえる皆さんで協
力して行い素早く終えること
ができました。年末にきれい
になってよかったです。担当
いただいた PTA 交通校外委
員会の皆様、ありがとうござ
いました。

１２月１０日(月)に民生委員・主任児童委員さんと、１２月１２
日（水）に保護司さんとの懇談会を行いました。
日頃から糸中を見守っていただいている皆様から貴重な御意見を

いただきました。ありがとうございました。

三 行 詩 の 表 彰 授 与 ！
１２月１日(土)三郷市文化会館で PTA
研究大会があり、始めに「三行詩」の
表彰がありました。本校からは保護者
部門「議長賞」の砂合和美さん。「金賞」
の山﨑彩香さん(１年)と勝倉はなさん
（２年）の３名が受賞しました。なお
勝倉さんの作品は、県にも出品され、
埼玉県図書教材協会会長賞も受賞しま
した。おめでとうございます。

須賀さんあ り が と うございました

資源回収に多くのボランティア参加

民生委員・主任児童委員、保護司さんとの懇談会

三輪 結菜(生徒会代表)
２学期を振り返って、私は初めて生徒会本部役員になり、糸中

祭で初めての仕事をしました。糸中祭といえば、今年から会場が

文化会館から体育館に変わりました。それでも、どのクラスもし

っかりと声が出ていて、とてもきれいな歌声が体育館に響き渡り

ました。（中略）

新学期になると、３年生は受験本番となり、２年生は職業体験、

１年生はスキー教室があります。みなさん、一日一日を大切に頑

張ってください。

笠原 夢和(１年代表)
一番長い２学期が本日をもって終了します。振り返ってみると、

一番大きな行事、糸中祭がありました。糸中祭の中でも、合唱で
は１年生は一クラス２７人でクラス合唱と学年合唱を歌うことに
なりました。（中略）
２年生と３年生の歌声には圧倒されました。学年が上がるごと

に表現の仕方や歌声の力強さ、体育館に響く息の合った合唱に感
動しました。私も２年生になったら、今の２年生や３年生のよう
に聴いている人たちの心に響くような合唱を届けたいと思います。
一年生は、今、３学期にあるスキー教室に向けて、クラス全員

で班ごとにやるパフォーマンスの準備をしています。自分たちで
考えたパフォーマンスを恥ずかしがらずにやりたいと思います。

新井 かのん(２年代表)
私たち２学年はこの２学期、大きく２つの事を体験しました。

一つは糸中祭です。そしてもう一つは３学期に行う職業体験の準
備です。（中略）
私たちの中学校生活の９分の５は、もう今日で終わってしまい

ます。そして、私たちはそろそろ受験を意識して過ごさなければ
なりません。マナー教室では、面接試験のための指導もしていた
だきました。毎日、普段の生活からできるような礼儀については、
常日頃から大切にし、しっかりと今のうちから身につけていきま
しょう。

高橋 穂香(３年代表)
私たち３学年にとって２学期は、中学校生活最後の糸中祭が終

わり、進路について本格的に考えていく学期でした。中学校生活
最後の糸中祭では、どのクラスも去年以上に真面目に取り組み、
クラスの絆も深まりました。私はクラスの指揮者だったので、音
楽の時間や空いている時間を活用して、クラスのみんなが歌いや
すいと思える指揮を目指して練習しました。（中略）
３学期は、予習・復習をし、その場で覚えられるものは、覚え

ていこうと思います。また、試験日も近く、体調を崩してしまう
と、授業に参加できず、分からなくなってしまったり、勉強が身
に入らなくなってしまうので、自己管理をしっかりし、体調を崩
さないようにしたいです。そのためにも、冬休み中は、規則正し
い生活をし、勉強に励んでいきたいと思います。

後列左
新井かのん（２年）
後列右
三輪 結菜（２年）
前列左
笠原 夢和（１年）
前列右
高橋 穂香（３年））

２ 学 期 終 業 式 代 表 生 徒 の 言 葉 ２学期の校長賞等の受賞者
【学ぶ糸中賞】 【心の糸中賞】 【鍛える糸中賞】

１年 阿部百合愛・美田 綾香（ 該当者なし ）
２年 勝倉 はな 近藤 有紗 南波 将人
３年 駒嵜 真由 矢内 菜々 佐渡 紅葉
【ボランティアスピリット賞】
三輪 結菜 舟津えりか（以上２年）
東條 祥 原野 大 島 優希奈 西村 優希
栁林 隼弥 （以上３年）

【埼玉県児童生徒発明創意くふう展】
・埼玉県中学校技術家庭科教育研究会長賞
新井かのん（２年） 新井 叶愛（３年）

・優良賞 辻 結花（１年） 柴崎 結（２年）
【日本一読書のまち三郷 おすすめの１００冊読破賞】
・鳥取こころ 島田 莉花 小船 悠歩 石井 優菜
（以上３年）

【家読の日 教育長賞】
・関根 孝汰 及川 美咲 （以上１年）
高橋こころ 山本 一冴 （以上２年）
矢内 菜々 河原井菜那 （以上３年）

【埼玉県歯と口の健康啓発標語・図画ポスターコンクール】
・標語の部 入賞 岩﨑 朱音（３年）
・ポスターの部 入賞 五條 千愛（３年）
【三郷市読書感想文コンクール】
・特選 矢内 菜々（３年）
・入選 森下 結奈 笠原 夢和（以上１年）

三谷 樹生 加藤 美結（以上２年）
高橋 穂香 鳥取こころ（以上３年）

【食育標語コンクール】
・中学校部門 最優秀賞 森 知慧（２年）
【児童障害者福祉のための第６０回埼玉県児童生徒美術展】
・入選 勝倉 はな 宮野茉莉聖（以上２年）

金丸日向子 パドォポー 岩﨑 朱音
岩﨑 琴音（以上３年）

【第５３回郷土を描く児童生徒美術展】
・入選 新井かのん（２年） 矢内 菜々 齋藤 杏

駒嵜 真由 対馬美優香 新井 大翔（以上３年）
【東部地区人権教育実践報告会 感謝状】
・阿部百合愛（１年）
【埼玉県科学教育振興展覧会埼葛地区展】
・銀賞 河原井寧音 笠原 夢和（以上１年）
緑川 佳菜（２年）岩﨑 朱音 岩﨑 琴音（以上３年）

【新人体育大会兼県民総合体育大会 市内予選会】
・共通男子４００ｍ １位 南波 将人
・共通男子８００ｍ １位 南波 将人
・２年男子１００ｍ ２位 佐藤 瑠輝
・２年女子１００ｍ ３位 柴崎 結
・共通女子走幅跳び ３位 柴崎 結
・共通男子４×１００ｍ ３位 牧野 圭寿・佐藤 瑠輝

南波 将人・大村 心士
【第４７回三郷市小中学校陸上競技親善大会】
・中学男子１００ｍ ３位 神田 陽太
・中学男子１５００ｍ １位 南波 将人
・中学女子１００ｍ ２位 染谷 萌子
・中学女子走幅跳び １位 佐渡 紅葉
【第３２回埼葛南部学校保健会歯科保健優良校コンクール】
・努力賞 彦糸中学校
３学期も、彦糸中生のみなさんの活躍を期待します。

その他の受賞者のみなさん


