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まだまだ暑い日が続きますが、２学期も順調にスタートしました。夏休みは、吹奏楽部や美術部、
野球部、バスケットボール部、バドミントン部がコンクールや夏季大会で健闘しました。また、３年
生も進路を意識して今までとは違う夏休みを過ごしたことと思います。テレビでは、オリンピックが
連日放映され、日本人選手の活躍が話題になっていました。オリンピックを観戦すると、普段はあま
り気に留めていませんが、自分は日本人なんだなあと感じ、日本に愛着を持っていることに改めて気
が付かされます。いよいよ２学期が始まりました。夜になると虫の声などで、秋を感じることもあり
ますが、まだまだ暑い日が続きます。体調管理をしっかりと行い、自分自身を鍛えられるような学期
にしていきましょう。
さて、中だるみという言葉があります。意味を調べると「気持ちの張りがなくなること」と出てい
ます。「１年の計は元旦にあり」や「終わりよければすべて良し」という故事があるようにはじめと
終わりについては、教訓となる言葉をよく耳にします。しかし、「初志貫徹」でいう、はじめの志を
貫く努力をしていくのは、いつ行うのでしょうか。「有終の美」でいう、最後を立派に終わらせるた
めには、いつ自身を磨いていくのでしょうか。
２学期は中だるみの学期と言われることがあります。しかし、有終の美を飾るためには、２学期の
努力が大変重要だと私は考えます。２学期は体育祭、合唱祭という２大学校行事があります。当日の
競技や演技、発表は、結果とともに大きな思い出になりますが、当日を迎えるまでに各学級で毎日取
り組む練習の過程もとても大切なものです。いろいろな考えをもったクラスメイトが１つの目標に向
かって努力するのだから、ぶつかり合うこともあると思います。しかし、それを乗り越えて、１つに
まとまっていく、その時間を共有することが大きな財産になるのです。学校行事を通して、学級の団
結力をより強固にして３月にこのクラスで良かったと思えるような学級につくりあげてください。ま
た、１，２年生には１０月に新人戦があります。３年生が引退した後の県大会につながる最初の公式
戦で、運動部の皆さんは期待と不安で活動を行っていると思います。この１ヶ月の練習では、練習の
ための練習ではなく、試合のための練習に励んでください。大切なことは、よく考えること、指導者
を信じること、自分ひとりではなく部員全員で頑張ることです。あきらめずに一生懸命取り組んだ部
は、納得する結果が得られると信じています。大会を通して、努力する力、我慢する力を鍛えるとと
もに、川通中学校の生徒であることを感じ、川通中学校に愛着を持っていることを再確認できること
を期待しています。また、３年生にとっては進路決定に向け、大切な時期となりました。上級学校へ
の進学等、中学校卒業後の進路も今まで以上に実感が湧いてくると思います。時として、夜勉強をし
ていると不安になり、勉強に手がつかなくなることもあるかもしれません。しかし、あなた方が今で
きることは、勉強をすることだけです。大会と一緒で、結果を出すためには、今できることを行うだ
けです。一時の感激で無理な努力を行うことはできますが、長くは続きません。勉強も体力が必要で
す。勉強する体力をしっかりと鍛えてください。
サンドウィッチは、パンにはさまれた中身で味が決まります。あなた方は、この１年間でどんな味
のサンドウィッチをつくるのでしょうか。努力の汗と温かな思いやりの心、辛くても皆で力を合わせ
やり通す芯の強さ、目標に向かいひたむきに努力する力、それに感激の涙が加わるＯｎｌｙ Ｏｎｅ
なサンドウィッチをあなた方全員が完成することを楽しみにしています。
保護者の皆様、この２学期はどの学年の子どもにとっても、大きく成長できる機会がある学期です。
少し、距離を置いて子どもがひとりでできることを見守るとともに、子どもの様子に気を配り、何か
気付いたことがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、学校にご相談ください。

平成２８年度さいたま市中学校美術部展

優秀賞

３年２組 栗山 莉里

佳作

３年１組 浅川 実穂 島村
１年１組 森田 結唯
「フラワーチェア」 美術部

第４回座れる段ボールの椅子グランプリ

入選

第２９回埼玉県マーチングコンテスト

中学校Ｂの部 銅賞 吹奏楽部

平成２８年度さいたま市中学校夏季大会

水泳競技 男子５０ｍメートル背泳ぎ
第１位 １年２組 山信田 丸

第15回さいたま市中学校英語弁論・暗唱大会出場

３年生

弁論の部

珠里

３年２組 上續

大征

２年暗唱の部 ２年２組 ラビカ

修学旅行が実施されました

６月２７日(月)から２９日(水)までの３日間、３年生の修学旅行が実施されました。今年の修学旅行
のスローガンは、「そうだ、旅に行こう。歴史を感じる京の都へ～仲間と最高の思い出を～」でした。実行委員長
の海野友星くん、副実行委員長の松重優理乃さんを中心に実行委員会で計画を進めて当日を迎えました。
初日は、新幹線で京都駅に到着後バスに乗り換えて奈良方面へ向かいました。東大寺を見学した後に
全員で昼食をとり、食後は班別行動を実施しました。奈良公園、若草山、興福寺、春日大社、薬師寺な
どの奈良の名所を見学しました。班別行動のゴールは京都の宿舎。途中、電車の乗り換えもありました
が全ての班が決められた時間までに宿舎に到着することができました。
２日目は、朝食後に京都班別行動を行いました。学校で立てた行動計画を基に一日かけて京都市内を
見学します。金閣、銀閣や清水寺、二条城など歴史的建造物や錦市場などの商店街、繁華街も。昼食も
自分たちで決めた場所で食べるなど思い出が沢山の一日をすごしました。また、夜には宿舎で漆器の絵
付けの体験学習を行いました。
最終日は、バスで移動しながら三十三間堂、伏見稲荷大社、宇治平等院を見学しました。天気にも恵
まれ、充実した３日間を過ごすことができました。事前の取組も含め、この行事を通して学んだ多くの
ことを、３年生はこれからの生活に活かしていってほしいと思います。
【修学旅行フォトコンテストより～優勝作品を紹介します】
▼おいしそうに食べたで賞（２組３班）▼歴史を感じていたで賞（１組１班）▼なんて楽しそうで賞（３組４班）

川通中学校区

小・中学校合同研修会を行いました

さいたま市では「小・中一貫教育」を市内全校で実施しています。本校でも、川通小学校、上里小学
校と連携し「川通・上里の子どもを小・中で育もう～小・中の学習習慣を確実に身につけよう～」をテ
ーマに、「小・中一貫教育」を推進しているところです。今年度も、１学期には小学校の水泳指導に本校
の平野教諭が参加して授業が行われました。８月２５日（木）には両小学校の先生方を川通中にお迎え
し、小・中合同研修会を行いました。初めの全体会では、各学校の取り組みについて報告があり、その
後、国語や算数・数学など教科ごとに分かれてどのように学習習慣を身につけるかや教科の指導につい
てなど話し合い活動を実施しました。話しあった内容を全体会で報告し、義務教育９年間を通して子ど
もたちがどのように学習をするのかについてや小・中の円滑な学びの接続などを確認しました。
本年度も、さいたま市のすべての小・中学校で、１０月２７日（木）を「つぼみの日」（小・中学校交
流の日）として各学校でその準備を進めているところです。今後も小・中学校の連携を強め、児童・生
徒の成長に努めていきたいと思います。

新学期の目標について・・・生徒代表

９月行事予定

大内健太くん

これから、二学期が始まります。二学期は、体育祭や合唱
祭という二つの大きな行事があります。三年生は、体育祭・
合唱祭共に最後の一回になります。川通中学校での良き思い
出になるようにしましょう。二年生は、二回目の体育祭・合
唱祭です。来年、川通中学校で体育祭・合唱祭が最後になる
ので、精一杯楽しみましょう。一年生は、今回が初めての体
育祭・合唱祭となるので、先輩達の姿を見て流れを理解し、
楽しみましょう。
また、後期からは、三学期まで委員会が続きます。三学期
にも行事はあります。ですので、自分のしてみたい委員会や
興味のある委員会に入り、学校のためにがんばりましょう。
それと、あと少しで新人戦になります。一年生が来てから初の大きな大会です。自分の力をすべて出
し切り悔いの残らないようにしましょう。そして、二学期も一学期と同じように中間・期末テストがあ
ります。三年生は、気をぬかないでがんばってください。二年生は、あと一年もしないで受験生になり
ます。ですので、来年のためにしっかり今のうちから準備しておき、いい点数をとれるようにがんばり
ましょう。一年生は、個人が決めた目標などを越えられるように努力しましょう。また、目標が越えら
れなくても一学期よりはいい点数をとれるようにしましょう。
ちなみに、僕の目標は二つあります。一つ目は、体育祭・合唱祭でクラスのみんなと一緒にたのしみ
ながら、優勝することです。昨年は、合唱祭で学年優勝ができなかったので今年は絶対に優勝したいで
す。二つ目は、中間・期末テストで、自分の中の最高順位をとりたいです。そのために出題範囲をしっ
かり勉強して目標を達成したいです。そのために、日々の努力をおこたらず、授業の大切なポイントを
復習し、また予習し、今までの最高の点数をとりたいと思います。二学期はこの二つのことを目標とし
てがんばっていきたいです。
第２回避難訓練を実施しました
今日、９月１日は、防災の日です。１９２３年９月１日に関東大震災が発生し、大きな被害を出しま
した。また、９月１日は、暦の上で台風が多いとされる二百十日にあたることから、災害に対する認識
を深め、平時の備えについて確認する日として１９６０年（昭和３５年）にこの日を防災の日としまし
た。以後、全国で様々な防災活動が行われてきました。本校では、８月２９日（月）の始業式後に大き
な地震の発生と地震に伴う火災発生を想定しての訓練を実施しました。教室では、地震発生に合わせて、
身を守る動きとして机の下に体を入れること、火災発生現場を避けて避難場所までクラスで避難するこ
とを行いました。
当日は、雨で校庭が使えなかったため体育館までの避難となりましたが短い時間で全員が避難するこ
とができました。その後、校長先生より講評・講話がありました。今年発生した熊本地震や東日本大震
災、阪神・淡路大震災など過去に発生した地震災害についても触れながら自分の身を守ることの大切さ
について話がありました。また、安全主任の長島先生からは、震災発生時の下校方法についての話があ
りました。学校にいて震災が発生した場合、自分はどのように行動するのか。集団下校で自宅へ帰るの
か、保護者が学校まで迎えに来て一緒に帰るのかを確認しました。自分は、「集団下校」か「引渡し」な
のかどちらかが分かっていない生徒も多くいましたので各家庭で確認をお願いします。

ＰＴＡより～ ①岩槻まつり、東岩槻まつりパトロールを実施しました

②募金活動にご協力を

①８月２１日（日）の岩槻まつりと２７日（土）の東岩槻まつりにおいて先生方とＰＴＡ本部役員で、
パトロールを実施しました。岩槻まつりでは、３つのコースに分かれて、会場周辺を見回りました。
露店が立ち並ぶメインストリートだけでなく路地裏にも入り、危険個所がないか確認しながらパト
ロールを行いました。また、東岩槻まつりでは、全員で会場周辺を中心に見回りました。どちらの
見回りでも、まつりの会場で見かけた生徒たちには声掛けを行い、安全な行動を呼びかけました。
埼玉県内で、青少年が関わる事件が発生し大きな問題になっています。保護者や地域が協力して子
どもたちを見守り、安全に過ごせるように取り組んでいきたいと思います。保護者の皆様、地域の
皆様、川通中学校ＰＴＡ活動へのご理解・ご協力をお願いします。
②今年４月に発生した熊本地震では、多くの方が死傷し、大きな被害が発生しました。ＰＴＡでは１
学期の学校公開日に募金箱を設置し義援金を募りました。２学期は、９月１７日（土）の体育祭に
おいて募金箱を受付付近に設置して義援金を募ります。体育祭にお越しの際は、募金へのご協力も
お願いします。

９月
日 曜

行事計画

１年

給食
１年 ２年 ３年 1

2

3

4

２年
5

6

1

2

3

4

３年
5

6

1

2

3

4

5

6

1

木

〇

〇

〇 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６

2

金

〇

〇

〇 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６

3

土 チャレンジスクール

4

日

5

月 教育実習開始

〇

〇

〇 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

6

火

〇

〇

〇 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 火１ 火２ 学年練習 火５ 火６ 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

7

水

〇

〇

〇 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 学年練習 水３ 水４ 水５ 水６

8

木

〇

〇

〇 木１ 木３ 学年練習 木５ 木６ 木１ 木３ 木２ 木４ 木５ 木６ 木１ 木３ 木２ 木４ 木５ 木６

9

金

〇

〇

〇 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６

10

土

11

日

12

月 安全点検日

〇

〇

〇 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

13

火

〇

〇

〇 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

14

水 体育祭予行（中止の場合木曜日授業） 〇 〇

〇

15

木 体育祭予行予備日

〇

〇

〇 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６

16

金 体育祭準備⑤⑥

〇

〇

〇 金１ 金２ 金３ 金４

17

土 体育祭（雨天延期の場合水曜授業）

弁

弁

弁

18

日

19

月 敬老の日

20

火

〇

〇

〇 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

21

水 体育祭予備日（弁当持参）

弁

弁

弁 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６

22

木 秋分の日

23

金

〇

〇

〇 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６

24

土 チャレンジスクール

25

日

26

月

〇

〇

〇 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

27

火 歯科健診 全３年、１－１（13:30～） 〇 〇

〇 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

28

水 専門委員会 ４５×６授業

〇 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６

29

木 さいたま市学力検査（３年・第１回） 〇 〇

〇 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ ＊ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ ＊

30

金 生徒会朝会（壮行会） 教育実習終了 〇 〇

〇 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６

生徒会朝会 専門委員会（係会） ４５分×６

〇

〇

予行

係会 水５ 水６

準備

体育祭

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

予行

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

予行

係会 水５ 水６

金１ 金２ 金３ 金４

準備

金１ 金２ 金３ 金４

体育祭

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

係会 水５ 水６

準備

体育祭

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

テ

テ

テ

テ

テ 調査

※９月７日は、学校集金引落日です。口座振替による集金へのご協力をお願いします。
１０月の主な行事予定

１日(土)～７日(金)新人体育大会
３日(月)・４日(火) ３時間授業（給食なし）
１１日(火)安全点検日
１２日(水)学校朝礼、中間テスト前部活動停止期間（～１７日朝練習）、補習
１３日(木)補習
１４日(金)補習 １５日(土)チャレンジスクール
１７日(月)中間テスト
１９日(水)生徒会朝礼、生徒会役員選挙
２０日(木)市駅伝大会
２１日(金)市駅伝大会予備日
２２日(土)チャレンジスクール
２５日(火)学校朝礼、専門委員会（後期第１回）
２６日(水)歯科健診（２年、1-2,3） ２７日(木)つぼみの日（小・中交流の日）２９日(土)合唱祭（午前中）

