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寒暖の差が激しかった１０月も終わり、木々が赤く色づき始める１１月となりました。１０月は新人体育
大会に始まり、生徒会立会演説会、駅伝競走大会、合唱祭と多くの行事があり、大変慌ただしい月でした。
その中でも、本校の生徒たちは真剣な姿で競技、演技、発表をしていました。新人戦では、女子ソフトテニ
ス部が学校総合体育大会に続き、県大会出場を決めました。他の部活動も初めて自分たちが中心となって行
う大会で緊張と闘いながら、必死にプレーしている姿が印象的でした。立会演説会も昨年同様に、厳粛な中
で見事に行われました。駅伝競走大会では、悪天候の中、３年生が中心となり、チームを引っ張り、本当に
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身体障がい者福祉のための第５９回埼玉県児童・生徒美術展覧会
入選
１年１組 井口 稚菜・１年２組 五反田 爽楓
第５２回郷土を描く児童・生徒美術展
入選
１年２組 五反田 爽楓・２年２組
３年３組 盛田 美瑞樹・３年３組
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市児童・生徒発明創意くふう展
入選
１年１組 井口 稚菜
１年１組 小山 辰之進

「題名が見えるブックカバー」
「長ぐつ収納器」

市読書感想文コンクール
推薦
１年１組 星野
２年２組 飯塚
３年２組 岩佐

「不安を成長に変えていこう」
「家族での支え合い」
「宇宙への道へ」
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一生懸命な走りを見せてくれました。特に３年生坂本哲真君は、２区で７位に入る素晴らしい結果を出しま
した。そして、先週土曜日に行った合唱祭。樋口智子先生を審査員に迎え、実行委員の運営の下、厳粛かつ
盛大に行われました。合唱は、学年が進むにつれて美しいハーモニーになり、表現豊かな歌声を響かせてい
ました。また、３年生にとっては、この合唱祭で行事にひと区切りがつきました。今までいろいろな行事で
川通中学校を盛り上げてくれてありがとうございました。これからは、自分自身をよく見つめ、今やるべき
ことに正面から向き合い、悔いを残さない取り組みを行ってください。
さて、先月ＮＨＫの番組で「腎臓」を特集した番組がありました。内容は、腎臓が体の調子をコントロー
ルしているというものでした。中学校では、腎臓は血液の中の不要なものをこし取り、尿として排出する器
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官として学習します。番組では、腎臓は様々な臓器から情報を受け取り、血液の成分をコントロールしてい
ると紹介しています。例えば、マラソン選手や水泳選手が大会前に高地トレーニングをしますが、これは、
酸素の薄い高地で活動することにより、心肺機能を強化していると思っていました。しかし、実際は、酸素
の薄い高地でトレーニングをすると、血液中の酸素量が少なくなります。すると、腎臓が骨髄に赤血球をつ
くるようにメッセージを出し、それによって赤血球の数が増え、血液中の酸素量が増えるのだそうです。人
（大脳）がマラソンで良い結果を出そうと高地トレーニングを行っても（行うように命令を出しても）、腎臓
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が鍛えられなければ結果は出ないということです。臓器の中では、控えめな印象のある腎臓ですが、陰で人
の体をコントロールしており、肝臓とともに人が生きていくために重要な役割を果たしているのです。
学校も生徒会本部や学級委員をはじめとした専門委員会の委員、部長等が活躍すれば、活気に包まれると
いうわけではありません。学校全体をコントロールしていくのは、生徒会本部や学級委員等の話や行動を受
けて、学級の一人ひとりの生徒がどちらに顔を向けるのかが大切になります。今、自分の学級は落ち着いた
環境の中、授業等の活動が行われていますか。自分の部活動は、目標の実現に向け、一つになって努力をし
ていますか。川通中学校は、生徒一人ひとりがやらなければならないことに対して、逃げずに協力し合って

さいたま市中学校駅伝競走大会行われる
１０月２５日（水）駒場陸上競技場でさいたま市駅伝競走大会が実施されました。３年生は７月から朝や放
課後に練習に取り組み、前日まで走り込んできました。男子２３名、女子２２名 計４５名が練習に参加。当
日は下記の選手とともにサポートなど役割を持ち、計２４名が参加しました。本年度は男子２９位、女子５５
位という結果でした。本年度は台風２１号の影響で、競技場も変更となり、タイムトライアル形式でしたが、
一人ひとりが「一生懸命」役割を果たそうとするその姿は、まさに「かっこいい」姿でした。

取り組んでいますか。生徒の皆さん一人ひとりがどこを向くかで、学校は変わっていきます。川通中学校が、
生徒一人ひとりを更に鍛え、伸ばせられる学校になるように教員、保護者、地域の方々、そして、生徒の皆
さんでつくりあげていきましょう。
保護者の皆様、今年も残り２ヶ月となりました。これからは日が暮れるのも早くなり、登下校時の安全指
導も今まで以上に注意が必要になってきます。子どもの自転車の乗り方や通学路での安全の確保等、事故を
未然に防ぐには、学校、地域、家庭で見守り、連携して指導をしていくことが大切であると実感しています。
学校生活も含め、子どもの様子で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。
（敬称略）
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ＰＴＡからのお知らせ

平成２９年度合唱祭～感動の歌、ありがとうございました
１０月２８日（土）にたくさんの保護者の皆様と地域の方々のご参観をいただき､平成２９年度合唱祭が実施
されました。開会式では全校合唱で『ほらね、』を歌いました。続いて学年ごとの発表では、学年合唱曲を歌
い、各クラスの合唱と続きます。クラスの合唱では、課題曲とクラス曲の２曲を歌います。どのクラスも素敵
なハーモニーを響かせてくれました。閉会式では、特別審査員として来ていただきました幸手市立長倉小学校
の樋口智子教頭先生より指導講評をいただきました。樋口教頭先生からは、より良く歌えるコツや、先輩の後
ろ姿を見て後輩は成長していく等の講評とともに川通中の合唱祭に参加することができてとてもよかったと
のお言葉もいただけました。最後に全校合唱で歌った『川通中学校校歌』も、素晴らしい校歌となりました。
各クラスで競い合った結果は以下の通りです。最優秀賞受賞の３年２組は、１１月１０日（金）開催の「さ
いたま市小･中合同音楽会」で本校を代表し、受賞曲を披露することになりました。生徒のみなさん、たくさん
の感動をありがとうございました。また、事前の準備等、実行委員のみなさんご苦労様でした。
☆最優秀賞クラス ３年２組 「ぜんぶ」
（指揮・田畑 那緒 伴奏・瀧田 海那）
「友」
（指揮・木下
陽 伴奏・三角 秋月）
☆優秀賞クラス
１年１組 「Believe」
（指揮・髙橋 翔太 伴奏・足立 陽彩）
「Lets search for tomorrow」（指揮・片岡 百萌 伴奏・足立 陽彩）
２年２組 「ＣＯＳＭＯＳ」
（指揮・井上 陽貴 伴奏・飯塚 恭子）
「瞳をそらさずに」
（指揮・田口 未侑 伴奏・飯塚 恭子）
☆ベストコンダクター賞（指揮者賞）
１年２組
森
悠成
２年１組
藤木
暖
３年３組
福地 大祐
☆ベストピアニスト賞（伴奏者賞）
１年２組
齋藤 玲美愛
２年２組
飯塚 恭子
３年２組
三角 秋月
▲３年２組の合唱の様子
▲全校生徒で校歌斉唱

本校の学校施設及び教育環境の充実を図るため、ＰＴＡバザー企画委員会が主催するバザーが
れます。（駐車場はありません。お車でのご来場はご遠慮ください）
１ 日時 平成２９年１２月９日（土）午前１０時～１２時
２ 場所 川通中学校体育館
３ 販売 会員や地域の方から拠出いただいた品物売店による販売

１１月行事予定

小・中交流の日「つぼみの日」が実施されました
１０月２６日（木）午後、「つぼみの日」（小・中学校交流
の日）の取組を実施しました。当日は川通小学校と上里小学校
の６年生児童８０名が来校し、本校生徒との合同のレクリェー
ションや合同合唱、中学校３年生による合唱の鑑賞、部活動見
学を行いました。どの児童も目を輝かせて校内を見て回る姿か
ら、中学校への不安が少しでも解消されたことを期待していま
す。今後も小・中学校の連携をさらに強め、児童・生徒の成長
に努めていきたいと思います。

▲３年生の合唱を聞く６年生の様子

川通中の「心を潤す４つの言葉」推進週間の取組
各学校において、児童生徒・教職員・保護者・地域の方々が、積極的に気
持ちのよいあいさつや返事、心をこめた素直な言葉を交わすことによって、
一人ひとりの心が通う学校や地域づくりを目指すことを目的とする趣旨に
基づいて、川通中学校では、１１月６日（月）から１０日（金）までの週を
「心を潤す４つの言葉」推進週間とし、左のポスターを教室等に掲示すると
とに、次の取り組みを行います。
○１１月２日の生徒会朝会において、生徒会が「心を潤す４つの言葉」のさら
なる推進を全校生徒に呼びかけます。
○１１月８日（水）に川通小学校と朝のあいさつ運動を行います。(上里小学校
とは１１月１３日（月）に行います。※雨天中止)
○朝の呼名及び健康観察時に自分の名前が呼ばれたら、大きな声で「はい」と
返事をすることを徹底するよう専門委員会を通じて呼びかけます。
保護者・地域の皆さまのご理解・ご協力をお願い致します。

１２月の主な行事予定
２日（土）区Ｐ連さいかつボール大会
５日（火）専門委員会・ワゴンチェック
７日（木）口座引き落とし日
８日(金)・１１日(月)・１２日(火)・１３日(水)３年三者面談
９日（土）ＰＴＡバザー
１１日（月）安全点検
１３日（水）ワゴンチェック
１４日（木）１年自然の教室説明会
１６日（土）チャレンジスクール
１９日（火）４時間授業・ワゴンチェック
２０日（水）４時間授業・給食終了・夢工房 未来くる先生 ふれ愛推進事業④
２１日（木）３時間授業・学年集会・大掃除③
２２日（金）２学期終業式
２２日（金）３年記録通知書配付
２５日（月）３年記録通知書訂正受付・受領書回収
２９日（金）～１月３日（水）閉庁

実施さ

