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例年よりも暑く感じた５月も終わり、いよいよ６月に入ります。先週、生徒総会がありまし
たが、会場の準備から会の進行まで、生徒会本部役員や中央委員会の皆さんが目に見えないと
ころで努力していることが伝わってくる生徒総会でした。また、議事の進行や質疑応答の答弁
等、本当に立派なものでした。改めて、川通中学校の素晴らしさを感じる１日でした。
さて、６月は学校総合体育大会や３年生の修学旅行、２年生の未来くるワーク体験といった
行事があり、楽しみである反面、不安を抱きながら取り組んでいることと思います。
特に学校総合体育大会は、３年生にとっては最後の大会でもあり、勝ち続ける自分たちの姿
を想像して気合が入ったり、負けることを心配して不安になったりしていることと思います。
皆さんはやるべきことは、今までにしっかりやってきたことと思います。だから、自分とチー
ムを信じて最後まであきらめずに精一杯のプレーを見せてください。大会で最後まで負けない
チームは、１チームだけです。その他多くのチームはどこかで負けてしまいます。保護者や顧
問の先生、チームメイト、後輩もチームの勝利のみにこだわっているのではなく、試合の中で
のあなた方の一生懸命なプレーにエールを送っています。真剣に最後まで全力で挑む姿は、人
々に感動を与えます。皆さんの今までの練習の成果が試合の中で十分に発揮できるように、チ
ームや自分が今まで取り組んできたことを信じて、精一杯のプレーを見せてください。
また、修学旅行や未来くるワーク体験は、皆さんにとって、初めての体験になると思います。
初めて行うことは、段取りもよくわからず、不安になり消極的になってしまうことがよくあり
ます。これは、失敗することを恥ずかしいと感じるからだと思います。人前で失敗した姿を見
られたくないと思うのは、中学生に限らず誰でも思うことです。では、失敗しない方法はある
のでしょうか。簡単です。何もしなければ、失敗はしません。しかし、失敗はしない代わりに
何も得ることはできません。人生で、転ばないで一生を過ごすためには、一生寝たままの生活
を送るしかありません。二本の足で立ち、地面を蹴って歩いていくからには、転ぶこともある
のです。転ぶことによって、転ぶ痛さを知り、立ち上がる方法を身につけるのです。そして、
何度も転ぶことによって転ぶことを減らす方法を覚えていくのです。目の前に初めて通る険し
い道があったときに、歩を進めなければ転ぶこともありませんが、先に進むこともできません。
小さい子供が街中で転んでも驚きはしませんが、立派なドレスを着た貴婦人が街中で転ぶと、
周りの人たちは注目をすると思います。中学生の今の時期は、果敢にチャレンジをして、わか
らないことは人に聞きながら学んでいく時期です。若いときに学ばずにきて大人になると、わ
からなくても今さら人に聞けないこともあります。是非、中学校の３年間でいろいろなことに
チャレンジをして、自分の可能性を高めていってください。
最後に、６月はいじめ撲滅月間です。いじめがいけないことは、皆さんはじめ多くの人は十
分に理解していることと思います。しかし、いじめが世の中からなくなったわけではなく、今
も自らの命を絶ってしまう子どもたちがいることを報道が伝えています。川通中学校がいじめ
のない安心して生活できる学校にするために、皆さんには、正義を貫く気持ちと温かな人間関
係をつくって欲しいです。学校は、いろいろな考えをもったたくさんの人が集まって集団生活
をする場なので、トラブルが全くないということはありません。大切なのは、トラブルが起こ
ったときに人間関係を修復して解決をできるかどうかです。学校は、満員電車ではありません。
それぞれが目的地まで一緒にいるだけで、駅に着いたらさよならではありません。お互いが顔
見知りで時に同じ目標を持って突き進み、時にライバルとして生活していきます。学校での生
活は、すべてが学習です。自分が苦しんでいるときは、仲間に助けを求めてください。そして、
困っている人に気づいたら、勇気を出して優しく手を差しのべてください。先生も保護者も必
ず皆さんを守ります。皆さんが毎日の生活の中で、誰に対しても思いやりと勇気を持てるよう
に成長していくことを信じ、期待しています。
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学校総合体育大会、健闘を祈ります
今週４日（土）から学校総合体育大会が始まります。３年生にとっては最後の大会です。保護者の皆様、
ぜひ各会場に出かけ応援していただければと思います。大会の予定について掲載します。尚、詳細は各部
の顧問にご確認ください。（天候等により変更となる場合もあります）大会日程等に加え、各部の部長より
大会に向けての抱負を書いてもらいました。どの部も上位入賞を目指してがんばってください。

部活動
野球
サッカー

期日

会場

種目・戦相手等

6/ 5（日） 大宮市営球場
vs 土屋中
6/ 4（土） 荒川グランド（北）
vs 大砂土中
女子バスケットボール
6/ 4（土） 記念総合体育館
vs 浦和実業中
男女剣道
6/ 4（土） 大宮武道館
団体戦 男子 vs 第二東中 女子 vs 宮原中
6/ 5（日） 大宮武道館
男子個人戦
6/ 6（月） 大宮武道館
女子個人戦
男子ソフトテニス
6/ 5（日） 浦和コート
団体戦 vs 指扇中と片柳中の勝者
6/ 6（月） 天沼コート
個人戦
6/ 7（火） 天沼コート
〃
女子ソフトテニス
6/ 4（土） 天沼コート
個人戦
6/ 5（日） 天沼コート
〃
6/ 6（月） 浦和コート
団体戦 vs 宮原中と土合中の勝者
卓球
6/ 7（火） 浦和駒場体育館
男子個人戦
6/10（金） 記念総合体育館
男子団体戦ﾘｰｸﾞ vs 日進中・本太中
女子バドミントン
6/ 7（火） 大宮体育館
団体戦 vs 三橋中
6/ 8（水） 大宮体育館
個人戦ｼﾝｸﾞﾙｽ
6/ 9（木） 記念総合体育館
個人戦ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
◇野球部部長・津藤 慶祐・・・・・僕たち野球部は、６月５日（日）に大宮市営球場にて、第１試合で土屋中学校と
戦います。今年は、顧問の先生も変わり、気持ちを入れかえて頑張ってきました。三年生最後の大会に力を
出しきり勝ち続けていきたいです。応援よろしくお願いします。
◇サッカー部部長・澁谷 凌汰・・・・・ 僕達サッカー部は、６月４日（土）、荒川総合グラウンドで大砂土中と対
戦します。３年生にとっては、この大会が最後の大会になるので、約２年間活動してきた想いをピッチ
で表現してきたいです。そして、初戦から相手チームに走り勝ち、目標に向けて全力を尽くして、お世
話になった先生方や保護者に勝利をプレゼントできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。
◇女子ソフトテニス部部長・寺川 千翔・・・・・ 私達女子テニス部は、６月４日（土）に大宮天沼コートで個
人戦、６日（月）に浦和コートで団体戦を行います。団体戦の１回戦目は、宮原中か土合中のどちらか
の勝者と戦います。これまで私たちは学総での県大会を目標に一生懸命練習してきました。大会では今
までの成果を出し切れるよう全力で頑張り、また、これまで支えてくださった方々に感謝の気持ちを持
ち部員全員で戦ってきます。応援よろしくお願いします。
◇男子ソフトテニス部部長・海野 友星・・・・・僕たち男子テニス部は、６月５日（日）に浦和コートで団体戦、
６日（月）に天沼コートで個人戦を行います。団体戦の初戦は、指扇中と片柳中の勝者と対決します。学校
総合体育大会は、三年生最後の大会です。今まで支えてくれた保護者の方々や先生方、テニスができる環境
に感謝を忘れず試合に挑みます。そして、日々の練習を乗り越えてきた仲間と共に、悔いの残らないような
試合を全力で戦います。応援よろしくお願いします。
◇男子卓球部部長・山﨑 魁・・・・・ 僕たち卓球部は、学総に向けて全力で卓球を取り組んできました。目標は、
県大会出場です。学総まで残りわずかなので、自分たちの弱点を克服して万全の状態でチーム一丸とな
って大会に臨みたいです。
◇女子バスケットボール部部長・髙橋 涼香・・・・・ 私たちバスケットボール部は、６月４日（土）にさいたま
記念総合体育館にて、浦和実業中学校と対戦します。私たちは、県大会に出場するために、日々の練習
を一生懸命取り組んできました。最後の大会で今までの練習の成果を出しきります。応援よろしくお願
いします。
◇女子バドミントン部部長・篠原 栞奈・・・・・ 私たちは、６月７日（火）に大宮体育館で団体戦１回戦目に三
橋中と戦います。３年生は１年生の頃からトラブルがあり、なかなか本格的な練習ができませんでした。
しかし、それを乗り越え、今まで全員で頑張ってきました。泣いても笑ってもこれが最後の大会です。
３年間積み重ねてきたことを全身全霊でぶつけて試合に臨みたいです。そして、今まで支えてくださっ
た先生方や保護者の方、先輩方、後輩たちに恩返しができるようにしたいです。応援お願いします。
◇男子剣道部部長・猪狩 圭祐・・・・・ 僕達男子剣道部は６月４日（土）に団体戦、５日（日）に個人戦を大宮
武道館で行います。団体戦一試合目は、第二東中と対戦します。僕達は今まで、飯田先生、宮澤先生、
そして外部コーチの千葉先生の指導のもと１年間一生懸命稽古をしてきました。これまでの稽古の成果
を存分に発揮したいと思いますので応援よろしくお願いします。
◇女子剣道部部長・山嵜 璃桜・・・・・ 私達女子剣道部は６月４日（土）に団体戦、６日（月）に個人戦を大宮
武道館で行います。団体戦一試合目は、宮原中と対戦します。これまで外部コーチの千葉先生や、顧問
の飯田先生、宮澤先生の指導の下、一生懸命稽古をしてきました。今回が、私達の出られる最後の試合
なので、くいの残らない試合にしたいと思います。応援よろしくお願いします。
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平成２８年度離任式が行われました

６月１３日は開校記念日です。昭和２２年に川通村立川通中学校として開校して、
今年度で７０年目になります。先輩たちが築いてくれた伝統を引き継ぐとともに、
新しい歴史をみんなで刻んでいきましょう。
６月
１年
２年
３年
給食
行事計画
１年 ２年 ３年 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

６月行事予定

５月６日(金)の６時間目に、昨年度末に川通中学校を
去られた先生方を迎え、平成２８年度離任式が行われま
した。吹奏楽部の演奏で先生方を体育館にお迎えしまし
た。そして、それぞれの先生方にゆかりのある生徒から
感謝の言葉と花束の贈呈を行いました。その後、先生方
からお話をいただきましたが、どの先生方からも川通中
学校での思い出話とともに、川中生の素晴らしさや良い
面を伝えていただきました。
式の最後には、転出された先生方への感謝の気持ちを
込めて、全校生徒で校歌を贈りました。最後に『大切な
もの』を歌いながら退場する先生方を見送りました。歌
声は、体育館中に響き渡り、転出された先生方への一番
の贈りものとなりました。
当日、都合により出席できなかった 島村 暁 前校長
先生よりメッセージをいただきましたので紹介します。

日 曜
1

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 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６

2

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

3

金 生徒会朝礼（壮行会）

○ ○ ○ 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

4

土 学校総合体育大会

▲花束を持ち、生徒合唱に送られて

5

日 学校総合体育大会

退場する先生方
（赤岩先生、平山先生、山後先生）

6

月 学校総合体育大会 給食なし 短縮 × × ×

7

火 学校総合体育大会 給食なし 短縮 × × × 火１ 火２ 火３

8

水 学校総合体育大会

○ ○ ○ 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

9

木 学校総合体育大会

○ ○ ○ 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

10

金 学校総合体育大会

○ ○ ○ 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

11

土

12

日

13

月

14

火 専門委員会 ４５分×６時間

「川通中学校の生徒のみなさんへ」

島

村

暁

こんにちは、新学期が始まって１カ月が過ぎましたが、元気に頑張っていますか。
先日の離任式は、新しい学校で行事があったため、残念でしたが出席できませんでした。
「みんなどうしているかな…」と思っていたところ、２・３年生の人が書いてくれたメッセージをいた
だきました。思ってもいなかったことなので、とても嬉しかったです。ありがとうございました。この
ような優しさは、たくさんある川中生のよいところの一つだと思います。
さっそくメッセージのひとつひとつを書いてくれた人の顔を思い浮かべて読みました。その時間、川
通中学校のことをいろいろと振り返ることができました。思い返すと、３年間、素晴らしい生徒のみな
さんといろいろなことにチャレンジでき、とても楽しい時間を過ごせたと思います。
これからも「一生懸命はかっこいい！」を合言葉に、生徒のみなさんで素晴らしい川通中学校にして
いってください。

川通中学校チャレンジスクールが始まりました
５月１４日（土）本年度の川通中学校チャレンジスクールが
スタートしました。開講式・はじめの会に続き学習活動を行い
ました。１２名の生徒が参加し、４名の学習アドバイザーさん
がわからないところを熱心に教えてくれました。来年３月まで
１９回開催予定です。まだチャレンジスクールへの登録が可能
です。ご家庭で相談の上、お子様の参加についてご検討をお願
いいたします。
【６月・７月のチャレンジスクール開催予定】
６月１８日(土)
９：００～１１：００
７月 ９日(土)
２５日(土)
９：００～１１：００
２３日(土)

９：００～１１：００
９：００～１１：００

平成２８年度ＰＴＡ総会
５月２６日(木)平成２８年度ＰＴＡ総会が行われました。多数のご来賓の方をお迎えし、各議案が
無事に総会を通過しました。これにより、本年度のＰＴＡ役員の方、年度の事業計画、予算が承認さ
れ、平成２８年度のＰＴＡ活動が本格的に始動しました。この総会をもってご退任された役員の皆様、
長きにわたりご尽力いただいたことに感謝申しあげます。
また、川嶋会長をはじめ本年度ＰＴＡ役員をお引き受けいただいた皆様、これから１年間よろしく
お願いいたします。
【ＰＴＡよりお知らせ】①６月１３日（月）の開校記念日には、開校７０周年を記念し、ＰＴＡよりお祝い
の品をを提供します。
②６月２９日（水）に開催される学校給食試食会は、本年度より厚生委員会主催で
実施することとなりました。お陰様をもちまして、申込人数が定員に達しました。
試食会に参加される方は、１２時１５分までに第１校舎２階へお越しください。
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学校朝礼 安全点検日
開校記念日 修学旅行説明会（５校時）

部活動停止期間 自転車点検（１・３年）
２年未來くるワーク事前訪問（ＰＭ）

学年賄い

学年賄い

学活 ＊
学活 ＊

学活 ＊

学年賄い

学活 ＊

＊ 火１ 火２ 火３ 学活 ＊ ＊ 火１ 火２ 火３ 学活 ＊ ＊

○ ○ ○ 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

月１ 月２ 月３ 月４ 説明

○ ○ ○ 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

15

水

16

木 自転車点検（２年）

補習 ○ ○ ○ 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

17

金

補習 ○ ○ ○ 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

18

土 チャレンジスクール

19

日

20

月

補習 ○ ○ ○ 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

21

火 期末テスト（４時間）

補習 ○ ○ ○ 英 国 数 社 ＊ ＊ 理 英 国 数 ＊ ＊ 保体 社 理 数 ＊ ＊

22

水 期末テスト（４時間） ⑤授業

○ ○ ○

23

木 ４５×６時間授業

○ ○ ○ 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

24

金 ３年修学旅行事前指導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 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 事前

25

土 チャレンジスクール

26

日

27

月 修学旅行

〇 〇 × 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

28

火 修学旅行 未来くるワーク

〇 × × 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

未来くるワーク

修学旅行

29

水

修学旅行 未来くるワーク
学校給食試食会

○ × × 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６

未来くるワーク

修学旅行

30

木

3年1時間遅れ登校 未来くるワーク体験

○ × ○ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６

未来くるワーク

＊ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６

○ ○ ○ 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 水１ 水２ 水３ 水４ 事前訪問 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６

技・家

理 音美 保体 火５ ＊

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

技・家

社 音美 保体 火５ ＊

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

技・家

英 国 音美 火５ ＊

修学旅行

月１ 月２ 月３ 月４ 月５

※６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。
７月の主な行事予定

４日(月) 学校評議員・学校関係者評価委員会 いじめ防止対策委員会 ６日(水) 専門委員会
１１日(月) 安全点検日
１３日(水) 短縮５０分×５時間授業 １４日(木) 短縮５０分×４時間授業
１５日(金) 短縮５０分×４時間授業・給食終了
１６日(土) 学校公開日（３時間授業）
１９日(火) ４５分×３時間授業、大掃除 ２０日(水) 終業式
２１日(木)～ 夏季休業日
２１日(木)～２８日(木) 三者面談
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