
三郷市立彦糸中学校だより
令和３年６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
1 火 歯科検診（２年）読み語り（３年）

2 水 あいさつ運動（糸中）

3 木 学校総合体育大会（水泳）

4 金 歯科検診（１年）

5 土
6 日
7 月 生徒評議委員会

8 火 専門委員会 読み語り（２年・特支）

９ 水 歯科検診（３年） あいさつ運動（糸小）

10 木
11 金 通信陸上県大会

12 土 通信陸上県大会

13 日
14 月 生徒総会

15 火 読み語り（１年）

16 水 あいさつ運動（郷小）

17 木
18 金 東部地区学力検査（３年）

19 土 資源回収

20 日
21 月 卒業アルバム写真撮影 全校集会

22 火 読み語り（３年）

23 水 あいさつ運動（糸中）

24 木
25 金 学総（陸上 剣道 男女テニス 男女バスケ 卓球）

26 土 漢検

27 日 英検外部受験者会場 諸活動停止期間開始

28 月 学総（男女テニス 剣道）

29 火 学総（男女テニス 男女バスケ 卓球）

30 水

校長 三浦 力

校庭の木々が深緑となり、校舎の陰で葉を付けたドク
ダミも白い花を咲かせ、春が終わり初夏を感じる頃、運
動部の取組は学校総合体育大会の代表者会を経て、いよ
いよ本格的になってきました。３年生は最後の大会へ向
けて、１，２年生は自分の持てる力を精一杯発揮しよう
と努力しています。
ところで「氷が溶けたら何になりますか」と問われたら何と答えますか。多くの子供たちは

「水になる」と答えました。先生の期待する正解です。しかし、一人の子が「春になります」
と答えたとき、先生はどう対応するだろうか。
これは、私の尊敬する校長先生が研修会などで『子どもを見る物差し』を語るときに、よく

話題にされた話です。そして、「手の五本の指の長さが揃わないように、いろんな子供がいる
のが学校。これはなかなか難しいことだが、子供を先入観にとらわれず白紙の状態で見るよう
にすると、物差しが増える。」と話されていたのが、今でも記憶に残っています。
漫画家でイラストレーターの南伸坊さんが、『中学生までに読んでおきたい哲学』（松田哲夫

編 あすなろ書房）の第８巻『はじける知恵』の巻頭に、「ロボとピュー太 知識と知恵」と
題した短いエッセイを書いています。知識と知恵のとらえ方が絶妙なので紹介します。

辞書には、知識は「ある物事について知っていることがら」とあり、知恵は「事の道理や筋
道をわきまえ、正しく判断する心のはたらき。事に当たって適切に判断し、処置する能力」と
あります。
私たちには、生きて行く上で欠かせない“忘れる”という大切な働きはありますが、知識は、

意欲さえあればどんどん増やせます。そして知恵は、問題が起きたり、分からないことに出合
ったりしたとき、知識を駆使して、良しとする方法や手段を見付け出す能力であるから、基（も
と）となる知識は多いに越したことはないということです。そうでないと、良い知恵は浮かん
できません。
冒頭の「春になります」と答えた子供も、長い冬が終わったという喜びと解放感、この先何

か嬉しいことがたくさん待っていそうな、わくわくした期待感があって、「水になる」という
のは分かっていても、人も自然も生き生きと動き出す「春」の方を選んだのではないかと思い
ます。そうだとしたら、これは暮らしから学んだその子の知恵です。
ふと、「先生、勉強は何故するの？」と子どもたちから聞かれたときに、この伸坊さんの話

をしてあげたいなーと思いました。世の中はね、知恵で動いているんだよ。

ピュー太が、知識と知恵の意味について考えている。
「おとうさん、知識と知恵って、どう違うんですか」と父親のロボに聞くと、
「知識ってのは、そうやって頭に貯めとくものだな」
そして、しばらく考えてから、
「お金でいうなら知識は貯金で、知恵はその使いようだ」と答えると、
ピュー太がすかさず、
「おとうさん、使いようの実験をするのでお金をください」と手を出す。
「妙な知恵がついた・・・」とロボが嘆息した。

知恵と知識 ～貯金と使いよう～

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
６月のスクールカウンセラー勤務日は、

３日（木）・15日（火）です。
◎さわやか相談室直通電話

０４８－９５８－１２１３
◎ＳＣ・稲川貴大／相談員・高見柳子

,

全校生徒数２４７名
男子 女子

１年 ３７名 ６４名
２年 ３６名 ４１名
３年 ３４名 ３５名
合計 １０７名 １４０名

新型コロナウイルス感染
拡大防止のためのお願い
現在、市内小・中学校では家庭内

感染が拡大し、さらなる感染拡大が
懸念されております。つきましては、
下記の点を再度ご確認いただき、感
染拡大防止対策について、慎重な対
応にご協力いただきますよう宜しく
お願いいたします。

１ PCR検査等を受診した場合
(1)児童生徒本人や同居の家族の方
が体調不良や濃厚接触者として
特定され、PCR検査等を受診
する場合、児童生徒の登校は控
えて下さい。

(2)児童生徒本人や同居の家族の方
がPCR検査等を受診する時は、
学校へ速やかに連絡をお願いし
ます。事業所等の定期検査や入
院・手術前の検査等の場合、欠
席の必要はありません。

２ ご家庭での日常の健康観察
(1)毎日、朝晩に検温・健康観察を
行い、発熱、咳等の風邪症状等
がある場合は、登校せずに休養
してください。

(2)同居の家族の方に発熱、風邪症
状等がある場合も、児童生徒の
登校は控えてください。

学校でもマスクの着用、消毒の徹
底等感染拡大防止対策を徹底してま
いりますので、ご理解とご協力をお
願い致します。

生活行動目標
・期末テストに向けて最善の準備をしよう
・生活態度を見直そう



令和３年度通信陸上競技大会三郷市予選会開催
１２日（水）セナリオフィールド三郷陸上競技場において、令和３年度通信陸上競技大会三郷

市内予選が開催されました。彦糸中陸上部からもたくさんの生徒が参加し、素晴らしい成績を
収めました。上位大会に進めた人はさらによい記録を出せるよう頑張ってください。
また、6月は各種目で学校総合体育大会市内予選が行われます。 全力で頑張って陸上部

に続きましょう。
今大会の入賞者を紹介します
男子2年100ｍ １位宮里紀良 記録12.31（県大会へ）２位三輪駿太 記録12.32
男子3年100ｍ １位百瀬海里 記録12.40（県大会へ）4位川島諒大 記録12.75
共通男子200m 1位藤原 健 記録25.23（県大会へ）5位中村獅童 記録27.67
共通男子400m 1位藤原 健 記録57.15（県大会へ）3位遠藤翔太 記録1.00.２８
共通男子800m 3位遠藤翔太 記録2.26.79 4位宮 大耀 記録2.28.33
共通男子3000ｍ 3位菅田 陸 記録11.10.83 6位河合陽向 記録11.42.84

8位白鳥孝一 記録12.25.01
共通走り幅跳び 1位宮里紀良 記録６ｍ０３（県大会へ）2位三輪駿太 記録５ｍ８２

3位百瀬海里 記録5m54 5位川島諒大 記録５ｍ４９
共通走高跳 4位柴崎晴人 記録１ｍ３５
共通砲丸投げ 1位小峯一真 記録８ｍ１５（県大会へ）7位鈴木崚真 記録６ｍ１３
４×１００ｍR 1位百瀬・川島・宮里・三輪 記録46.77（県大会へ）
女子2年１００ｍ ７位比内沙桜里 記録15.１6
女子3年100m 5位市川美衣 記録14.66 8位齋藤 凜 記録15.37
共通女子200ｍ 7位齋藤 凜 記録31.58
共通女子1500ｍ 6位白井苺花 記録5.45.89
共通女子100mH 8位比内沙桜里 記録21.59
共通走高跳 2位安保明日香 記録１ｍ４３（県大会へ）

読み語り開催
１1日(火)は3年生、18日（火）は2年生と4・5

組、２５日は1年生でボランティアの方にお越しい
ただき読み語りを開催しました。朝の短い時間で
したがみんな真剣に集中して話に聞き入っていま
した。生徒にとって本の魅力を知る貴重な機会に
なっていると思います。たいへんお忙しい中読み
語りをしていただきありがとうございました。

イングリッシュカフェ開催
13日(木)の昼休みに1階英語室で、ALTのロシェ

ル先生がイングリッシュカフェを開催しました。今
年度はロシェル先生が勤務する木曜日と金曜日に、
昼休みの時間をつかって
英会話の練習をしてくれ
ます。英語でのコミュニ
ケーションが上手くなり
たい人は参加しどんどん
ロシェル先生に話しかけ
て下さい。

2年生班長会議
6日(木)放課後、2年生の教室をのぞくと、熱心

に班長会議で伝達をしていました。学級委員会で
話し合い決めたことを班長会議で周知し、共通理
解をはかっていた
とのことでした。
みんな真剣な態度
で取り組んでいま
した。2年生の各
クラスがとても落
ち着いている理由
がよくわかりまし
た。

図書館のおすすめの本・・・・
お昼の放送でおすすめした図書館の本を紹介し
ます。５月に紹介した本は８冊です。ぜひ読ん
でみてください。〇ツバメの謎 ツバメの繁殖
行動は進化する！（誠文堂新光社）〇アンデル
セン童話 おやゆびひめ（チャイルド本社）
〇チェスタトン ショートセレクションブラウ
ン神父 呪いの書（理論社）〇ケーキ王子の名
水氏（スペシャリテ）（新潮文庫）〇旅人 ある
物理学者の回想（角川ソフィア文庫）〇コンパ
クト版１ 原色牧野日本植物図鑑（北隆館）
〇臨床の砦（小学館）〇やさしくよめる本LLブ
ック 仕事行ってきます⑨ 物流センターの仕事
右京さんの１日（埼玉福祉会出版部）

１年生道徳の授業より
13日(木)1年生は、どのクラスもICTを使用して
道徳の授業を行いました。視覚的に見ることがで
きると印象にも残りやすいですね。どのクラスの
生徒も真剣に学習に取り組んでいました。

ICTの積極的な活用
7日(金)の総合の時間に2年生がタブレットを活用

し調べ学習を行いました。三郷市について様々な視
点からそれぞれの関心にあわせて課題を設定し取り
組みました。生徒たちは学習への取組み姿勢や機器
の取り扱い等、とても素晴らしいです。今後も大切
に使い学習を充実させましょう。

埼玉県学力学習状況調査
20日(木)は埼玉県学力学習状況調査を実施し

ました。1年生は国語・数学の2教科、2、3年生
は国語・数学・英語の3教科について調査しまし
た。さらに、生徒たちの生活や学習への興味・
関心について調査する質問
紙にも取り組みました。埼
玉県学力学習状況調査は、
毎年の自分の伸びを確かめ
ることができる貴重なテス
トです。結果が返却された
らよく分析して下さい。

食育指導実施
26日(水)、27日(木)に1年生は、岩野木給食セン
ターから田中先生にお越しいた
だき、食育指導を実施しました。
中学生の身体をつくるために必
要な栄養素について丁寧にお話
をしていただきました。お忙し
い中、来校いただきありがとう
ございました。

特別支援学級巡回訪問
18日(火)には特別支援教育推進専門委員

‣の先生、26日(水)には特別支援学級 通級
支援教室巡回アドバイザーの先生にお越
しいただき、授業の進め方や環境整備等
さまざまなアドバイスをいただきました。
今後も生徒たちが主体的に取り組む授業
を目指していきます。

あいさつ運動実施
5月は12日(水)に彦糸小、19日(水)に
彦郷小、26日(水)に彦糸中で朝のあいさ
つ運動を実施しました。毎回、生徒会役
員を中心にたくさんの生徒が参加し、元
気よくあいさつをかわしました。参加し
てくれた皆さんありがとうございました。


