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平成２９年度生徒総会が開かれました

平成２９年７月１日

学校教育目標：向学

自立

５月２５日（木）の午後、生徒総会が開かれました。生徒会本部役員
や各専門委員会による平成２８年度活動報告・平成２９年度活動目標、
各部活動による平成２９年度活動目標等が報告・発表されました。最後
に平成２９年度各クラスの学級目標が発表され、閉会となりました。
発表する人のみならず、聞く側の人たちの態度も大変素晴らしかった
と思います。みなさんで力を合わせてより良い川通中を築けて行けたら
と思います。 (第３号で掲載できませんでしたので、本号に掲載しました。)

協働

さいたま市立川通中学校

TEL 048(799)1061
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とある日本人紳士の話
校

平成２９年度さいたま市学校総合体育大会終わりました
長

矢

部

尚

１学期も残すところあと、２０日となりました。６月は、３年生にとって最後の学校総合体育大会が
あり、どの部の生徒たちも今まで練習してきたことを精一杯発揮しようと真剣な眼差しで最後まで取り
組んでいました。その中でも、女子ソフトテニス部と女子バスケットボール部は、念願の県大会の出場
権を勝ち取ることができました。おめでとうございます。勝負の世界では、優勝をしない限りどこかで
負けてしまいます。本校の生徒は、試合が終わるまで最後まであきらめずに一生懸命戦っていたと思い
ます。３年生の運動部の皆さん、お疲れ様でした。１、２年生の皆さんは、そんな３年生の後ろ姿をよ
く目に焼きつけて、これからの部活動に一生懸命頑張ってもらいたいです。
さて、先日こんな話を聞きました。日本人のＡさんが、仕事で海外に行った時のことです。Ａさんが
仕事先の相手に会うために歩いていると、１０歳くらいの少女がＡさんのところにやって来て、手作り
のペンダントを見せながら買って欲しいと頼んできたそうです。その少女の話によると、自分には父は
おらず、母は病気で寝たきりになっている。弟や妹が４人もいて、母の薬代と一家の生活費を自分が稼
がなくてはならないのだそうです。ペンダントは、お世辞にも素晴らしい出来ではありませんでしたが、
Ａさんは少し多めにお金を渡し、ありがとうと声を掛けたそうです。少女は喜び、何度もお礼を言って
その場を去って行きました。その後、仕事先の相手に会って商談をしている時、ふと先程の少女との話
をしました。すると、現地のその人は、大きな声で笑い、
「あなたはだまされたのです。きっと、その少
女の親は２人ともぴんぴんしていますよ。」と言いました。それを聞いたＡさんは、悔しがるのではなく、
ほっとした顔をして、「その少女が悲しくて辛い生活でなくてよかった。」とほほ笑んだそうです。
この話を聞いた時、なんて心の優しい人だろうと心が温かくなりました。それと同時に、自分がその
立場になったら、だまされた時に同じことは言えないだろうなあと思いました。
美しいものに心が触れると、人は理屈抜きで感動をします。そして、立派な行いをしている人を見る
と、尊敬の念を抱きます。私は、この話を聞いた時に人として憧れを抱きました。同じことができるか
というと自信はありませんが、人に対して優しい気持ちをもっていたいという気持ちには、なりました。
最近はこんな美談に対して、誹謗中傷する人もいるようです。共感すれば、自分を近づけようという気
持ちが湧き、自分を伸ばすチャンスとなるのに、批判をすると自分を高めるチャンスを自ら奪ってしま
います。何かに感激し、心を揺さぶられた時に素直にその人のようになりたい、こんなことができる自
分になりたいと思うことが自分を成長させる第一歩です。
夏休み中は、家庭で過ごす時間が長くなります。夏休みに家庭でも学習をしなくてはいけないことは、
特に３年生はよくわかっているはずです。わかっていても、なかなかできないのが人間です。例えば、
勉強をしなくてはと思っていても、家で朝からエアコンをかけてゲームばかりしていたとします。当然、
親からは勉強をしなさいと叱られると思います。親のこの言葉をどのように受け止めて、自分をどのよ
うに変えていくのか。自分の考え方ひとつで、生活が充実するか無駄に時間が過ぎてしまうかが決まり
ます。子どもとして、中学生として、そして人として、自分を成長させる機会に努力を惜しまないでく
ださい。この夏休みで、一回り大きく成長することを期待しています。
保護者の皆様、夏休みは、子どもたちが家庭で過ごす時間が長くなるため、人により時間の使い方も
大きく変わります。子どもたちは中学生ですから、自分だけで生活を律することができないことも多々
あります。子どもたちがこの夏休みで一回り大きく成長できるように温かく、そして厳しく見守り、指
導、支援していただければと思います。

６月３日（土）～９日（金）、市内各会場でさいたま市学校総合体育大会
が行われました。川通中のどの部も健闘し、悔し涙やうれし涙を流した選手
が多かったようです。健闘むなしく、初戦敗退あるいはその先で敗退してし
まった人やチームもありましたが、全力を尽くしたのであれば、悔いはない
かと思います。多少なりとも悔しいと思った人は、その思いをぜひ今後の生
活に生かしていってほしいと思います。さて、このような中で、県大会出場
を果たした人や部がありますので、紹介します。
○女子ソフトテニス部団体 第５位（ベスト８） 県大会出場へ
３年１組 木村 佳鈴さん
３年２組 直島 奈々美さん ３年３組
３年３組 杉原 舞乃さん
３年３組 生井 花歩さん
２年２組 井本 桜来さん
２年３組 海野 那月さん
２年３組
○女子ソフトテニス部個人ダブルス 第３位（ベスト４） 県大会出場へ
３年３組 杉原 舞乃さん
２年３組 小島 久実さん
○女子バスケットボール部 第９位 県大会出場へ
３年２組 瀧田 海那さん
３年１組 伊澤 梨瑚さん
３年１組
３年１組 中野 茜さん
３年２組 小熊 みのりさん ３年２組
３年２組 高根澤 伽心さん ３年３組 吉永 愛花
２年１組
２年１組 松島 沙羅さん
２年１組 渡辺 七海さん
２年２組
２年２組 中村 百花さん
２年３組 岡田 真菜さん
２年３組
○女子硬式テニス個人シングルス 第３位 県大会出場
３年３組 大久保 萌さん

▲６月２日の壮行会
澁谷

星奈さん

小島

久実さん

倉田
加藤
藤木
田口
藤澤

万琴さん
純花さん
暖さん
未侑さん
一花さん

学校総合体育大会は、全国までつながる大会です。川通中・さいたま市の代表として、悔いのない試合を大
いに期待しています。健闘を祈ります！

さいたま市硬筆展の結果が発表されました
特選賞…６／24・２５(土・日)、うらわ美術館に展示されました。
１年１組 岩本 真透さん １年１組 渡辺 はるかさん
２年１組 木村 結菜さん ２年２組 石垣 夏月さん
２年３組 小島 久実さん
３年１組 小田 妃和さん ３年２組 鹿野 美雅さん
３年３組 並木 優奈さん
優良賞
１年１組 足立 陽彩さん １年１組 金子 まひろさん
２年１組 狩野 綾菜さん ２年２組 阿部 雄大君
２年３組 井本 月輝君
２年３組 山信田 丸君
３年１組 及川 優香さん ３年１組 谷江 桃果さん
３年３組 岩﨑 愛さん
３年３組 小島 千慧さん

入賞おめでとうございます。
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「いのちの支え合い」を学ぶ授業

７月行事予定

さいたま市では、相談することの大切さや相談のスキル、ストレスへの
対処法などを学ぶ「いのちの支え合い」を学ぶ授業を、市立の全小中学校
で実施しています。本校でも、６月２２日（木）に２年生で実施しました。
２年生では、本校スクールカウンセラーの谷道さんをゲストティーチャー
に「心だって風邪をひく」をテーマに授業が展開されました。悩みや不安、
ストレスを抱えているときの心や体の状態や、深く悩む友達の支援の仕方
について話し合う活動を通して、心の健康を保つことなどを学びました。
「いのちの支え合い」を学ぶ授業を１年生と３年生は、それぞれ６月２８・
２９日（水・木）に実施しました

川通中の「いじめ撲滅強化月間」の取組を紹介します
さいたま市では、市立全小・中・高等・特別支援学校において、いじめの問題について考え、いじめが起
きない集団や学校を作ろうとする意識を高め、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育む取組の充実を図るな
ど、いじめの未然防止に向けた取組を推進するために、６月を「いじめ撲滅強化月間」としています。それ
を受けて、本校が６月に行った取組を紹介します。
○全クラス道徳の授業において「いじめ防止に係る授業」を行い、防止に向けたキーワードを出し合い、
学級委員がキーワードをもとにしてスローガンをつくりました。
○私の「いじめ撲滅宣言！」カードを学級委員会で一枚のポスターにまとめ、掲示しました。
○校長先生による講話朝会(いじめの問題に対する学校の姿勢や対応、いじめ対策委員会の組織や活動に
ついてなど)を行いました。
○いじめ未然防止に向けた学級担任による(上記の取組に係る)学級指導を行いました。
○簡易アンケートを実施し、アンケート結果の内容に応じた、面談等を行いました。

▲スローガン（３年３組）

▲カードの掲示

ほのぼの…心和む川通中
▼川通中職員玄関ひさしの燕の家族(６／９)

▼巣の外で並んでいる 5 羽の子どもたち(６／10)

８月の主な行事予定
１日（火）市国際交流事業出発 ７日（月）口座引き落とし ８日（火）市子ども会議
１０日（木）国際交流事業帰国 ２０日（日）岩槻まつり（パトロール）
２２日（火）小・中合同研修会 ２３日（水）チャレンジスクール、英語弁論・暗唱大会
２４日（木）市いじめ防止シンポジウム ２６日（土）東岩槻まつり（パトロール）
２８日（月）市子ども会議川通中学校区ブロック会議
２９日（火）２学期始業式、学活、避難訓練（給食なし） ３０日（水）給食開始、５時間授業

９月の主な行事予定

…親鳥が子どもたちの巣立ちを促すかの
ように、巣の周りを旋回していました！

…５羽の子どもたちがついに巣の外へ、この後親子
の姿を見かけておりません(巣立ったと思います)！

４日（月）教室コンテスト（～12/11） ６日（水）専門委員会
７日（木）口座引き落とし日、ＰＴＡ理事会（14:00～） ９日（土）チャレンジスクール
１３日（水）体育祭予行 １５日（金）体育祭準備 １６日（土）第 71 回体育祭（弁当持参）
２０日（水）体育祭予備日（弁当持参） ２３日（土）チャレンジスクール
２８日（金）３年第１回市学力検査 ２９日（金）生徒会朝会（壮行会）
３０日（土）新人体育大会（～10/6）

