
生活行動目標

○身なりを整え、決まりを守ろう
○時間に余裕をもって

行動できるようにしよう

学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

小中合同運動会へＧＯ

校長 新坂 晃良

新年度がスタートして、１ヶ月が経ちました。１年生は生活オリ

エンテーション、係・委員会の活動、部活動への入部と、内容の濃

い１ヶ月だったと思います。緊張しながらもよく頑張っている姿が

感じられました。２，３年生は、今までの経験を生かし、行事や部

活動等で内容の充実と個々の目標を持ち、１年間の見通しと計画を

立て、悔いの残らない中学生活を送ってほしいと願っています。

いよいよ、５月２６日（土）に市内では初めて彦糸小学校との合

同運動会を開催します。児童数の減少や生徒数が学校選択制による

減少で、学年の中には単学級（１クラス）もあります。合同運動会

では小学校１年生から中学校３年生までの９学年で、小学校９学級

・中学校６学級の１５学級を紅白に分けて、競い合うことになりま

した。人数が少ないと競技の間の休憩がほとんどありませんでした

が、今回はゆとりを持って競技や演技、応援や観戦ができます。ま

た、たくさんの人から応援されることで、注目される喜びや良いパ

フォーマンスを見せようと普段以上に力を児童生徒が発揮してくれ

ると思います。地域や保護者の方がたくさん来て頂けると更に、盛

り上がると今から楽しみにしています。さらに、小学校６年生には、

中学生の優しさやカッコよさなどを練習や準備・当日の動きを見て

感じてもらい、本校へ入学を希望する児童が増えることも期待して

います。身近な彦糸中で、たくさん活躍できる生徒を育てさせて頂

きたいと願っています。今回は東京オリンピック音頭2020を当日は

皆さんと踊る予定でいます。児童生徒が練習をして踊りますので、

その時は保護者や地域の皆さんも一緒に輪の中に入って真似をしな

がら踊ってください。学校・家庭・地域が一つになって踊りましょ

う。

三郷市立彦糸中学校だより

平成３０年５月号
三郷市彦成３－１４－４
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生徒数

１６２名
１年 ２８名
２年 ４７名
３年 ８７名

日 曜 ５ 月 の 行 事 予 定

1 火 開校記念日

2 水 離任式・ＰＴＡ総会 職員あいさつ運動①

3 木 祝日 憲法記念日

4 金 祝日 みどりの日

5 土 祝日 こどもの日

6 日

7 月 職員あいさつ運動② 通信陸上予選会 さわやかチェック

8 火

9 水 生徒評議員会

10 木 市教研総会 尿検査１次

11 金 専門委員会 歯科検診２年
12 土
13 日
14 月 内科検診１年 全校集会 諸活動停止期間
15 火
16 水
17 木 中間テスト
18 金 尿検査２次 ３年進路セミナー
19 土
20 日
21 月 ふれあいデー
22 火 小中合同運動会予行
23 水
24 木
25 金
26 土 小中合同運動会
27 日 運動会予備日①
28 月 振替休日
29 火 運動会予備日②
30 水
31 木 生徒評議員会
６月 ６日（金）生徒総会

１０日（日）１１日(月)学校公開 ８日（金）振休
１２日（火）埼葛テスト３年
１３日（水）～１５日（金）学総大会地区予選会
２４日（日）～２６日（火）修学旅行３年
２７日（水）修学旅行振休

４月９日(月)、穏やかな天気の中、
入学式が行われました。来賓や保護
者の皆様、２・３年生に囲まれなが
ら、厳粛な雰囲気で行われました。
平成３０年度の１年生は１クラス

の２８名。しかし、１年生の態度は
人数を超える堂々としたものでした。
特に新入生呼名では、体育館中に響
き渡る大きな声で返事をする姿に感
動すら覚えました。その後の初めて
の学級活動でも、皆さん良い笑顔を
見せてくれました。
すでに入学して１ヶ月が経ちます

が、元気いっぱいに学校生活を送っ
ています。昼休みには外で男女仲良
く遊ぶ姿を目にします。これから彦

糸中学校で、心も身体も
大きく成長していきまし
ょう。

美術部と吹奏楽部が統合し、
芸術部となりました。今まで
吹奏楽をやっていた生徒も、
美術をやっていた生徒もどち
らも活動することができます。
吹奏楽部に所属していた生徒
も美術が得意な生徒が多く、
みんなで運動会のスローガン

制作に携わっています。今年度からお隣の彦糸小学校と合同
で開催することとなり、スローガンも両校のものを合わせて
制作することになりました。かっこいいスローガン横断幕に
なるよう、みんなで協力してよいものにしていきます。

運動会のスローガンを制作中です



生徒会代表 鳥取 こころ

いよいよ新しい学年が始まりまし
た。みなさんは、今年の目標は決め
ましたか。私は、生徒会としてみな
さんにお願いがあります。

まず２年生です。２年生は先輩と
なります。生活態度や学習面、部活
動など、いろいろな場面で、お手本
となれるようにしましょう。

次に３年生です。３年生は最高学
年として、１，２年生を引っ張っていけるように、また、受験のために、
しっかりとした環境を作っていけるようにしましょう。

学校全体では、各種検定やボランティアに積極的に取り組めるように
しましょう。ボランティアは、昨年度、参加する人が少なくなってしま
いました。今年度は、たくさんの人が参加してくれることを期待してい
ます。生徒会も積極的に呼びかけをするので、よろしくお願いします。

これからの彦糸中を作っていくのは私達です。全員で力を合わせて、
よりよい彦糸中を作っていきましょう。

２年代表 勝倉 はな
私たちは２年生になり先輩となり

ました。その自覚を持ち、１年生の
見本となるような生活をしていきた
いと思います。

まずは生活態度です。昨年よりも
落ち着きを持って、トラブルを起こ
さない平和な学校生活を送り、授業
と休み時間のメリハリを大切にして
過ごしていきたいと思います。

次に学習面です。１年生の時に、
改善点としてあがった「糸中十ヶ条
を守る」ということを意識して授業に取り組みます。特によくないのは
忘れ物なので、それを中心にしていきたいと思います。また、少しずつ
受験に近づいていくので、１時間を大切に集中して授業を受けたいと思
います。授業だけでなく家庭学習も自分の身になる方法を自分で見つけ
るというように工夫したものになるようにしていきたいです。

生活態度も学習面に関しても、取組がなくても、当たり前のことがで
きるような学年にしていきたいです。

１日、１日をきちんと努力をして、自分を甘やかさない、何事にも気
持ちを大切にして取り組む。そんな学年になれるように頑張っていきま
す。

３年代表 新井 叶愛

私たちはついに最高学年の３年生
になりました。３年生では、すべて
の行事が最後となります。体育祭や
糸中祭など様々な行事がありますが、
私たち３年生にとって、一番大切な
ことは受験または就職です。中でも
受験する生徒はとても多いと思いま
す。受験は目に見えない相手との競
争です。その競争に勝ち抜くために
は、ひたすら自分の力を高めるしか
ありません。しかし、２年生の時の
ような授業態度では、自分の力を高めるどころか、周りの力まで下げて
しまいます。３年生からは、自分の力をより高めることができるように
授業を受けましょう。受験勉強はいつから初めても早過ぎることはあり
ません。自分の望む進路に、しっかり進めるように頑張りましょう。

ギ リ シ ャ 文 化 交 流 会

４月１９日（木）の４
時間目、体育館において
ギリシャ共和国との文化
交流会が行われました。
ギリシャ大使館からは、
青木恵子様、Miss.Eirini
KAMA がおいでくださ
いました。また、三郷市
役所からは、園田様、

保田様がこられました。
まず、正門でギリシャ語

と日本語の書かれた横断幕
をもって、生徒会本部役員
のみなさんが、お出迎えし
ました。そして、体育館入
場のときは、地域貢献部の
みなさんが和太鼓を披露し
ました。

青木さんとイリニ・カ
マさんの御講演は、とて
も興味深いものでした。
ギリシャ共和国につい
て、初めて知ることがた
くさんありました。

例えば、ギリシャ共和
国を漢字一文字で表すと
「希」であること。ギリ

シャ語が元になって英語に
なったものに、エネルギー
やアレルギーという言葉が
あること。

今でも、狭い道や階段で
は、動物のロバが活躍して
いることにも驚きました。

これを機会に、ギリシャ
について興味・関心をもて
たらいいですね。

ギリシャ語の Γεια σας(ヤサス）」は便利な言葉ですね。

４月１１，１２，１３
日(水、木、金)彦糸中学
校では、体育館で学校生
活を充実させるため全校
生徒によるオリエンテー
ションを実施しました。
初めての１年生は、一言
一句真剣に聞いていまし
た。２，３年生は、１年
の初めに理解を深めるた
め繰り返し確認します。
理解していることですが「徹底」することが大切です。

生徒会組織や糸中の生活について確認することが出来まし
た。

先輩達が対面式の中で 1
年生を温かく歓迎しまし
た。

先輩のみなさんよろしく
お願いします。

１年生のみなさん、１日
も早く、彦糸中での学校生
活に慣れてください。

４月２４日(火)の６校時、吉
川警察署の三田村さんにおいで
いただき、交通安全教室を行い
ました。

自転車運転上の注意点、交通
ルール厳守など多くを学ぶこと
が出来ました。

また、交通安全のみならず、
スマホの使い方や、仲間を大切
にすることなどをお話いただき
ました。
※自転車による交通事故が多くなっているそうです。被害者
にも加害者にもならないように、くれぐれも気をつけましょ
う。自転車を運転するみなさん、正しいマナーの徹底をお願
いします。

今年度も毎週水曜日、
あいさつ運動が行われま
す。１週目はそれぞれの
学校で、第２週は彦糸小、
第３週は彦郷小、第４週
は彦糸中で行われます。

保護者のみなさま、よ
ろしかったら御参加くだ
さい。朝の 7:50 ～ 8:20
です。

朝の元気でさわやかな
あいさつ、とっても気持
ちがいいですね。

全校で学ぶ 糸中オリエンテーション

「対面式」の様子

交通安全教室でルールとマナーの徹底

彦糸中学校区 あいさつ運動 今年も全開




