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いよいよ、今年も最後の月となりました。先月の中旬頃から、寒さも一段と厳しくなり、健康管理に
も気をつかう時季となりました。３年生は、これから三者面談を迎え、進路実現に向けてこつこつと努
力をしていることと思います。また、多くの運動部では、冬季大会に向けて日々練習に取り組んでいる
と思います。それぞれの目標を達成できるように、充実した生活を送り、１年を締めくくってください。
さて、最近「世界一安全な戦場」という映画を見ました。内容は、次のようなものです。
国際指名手配のテロリストが潜伏している隠れ家を軍が発見をした。隠れ家には、大量の爆薬が準備
されていて、テロ行為の準備が進められていた。軍は、テロリストを遠隔操作のミサイルで攻撃をしよ
うとしたが、その時、その隠れ家の前で地元の少女がパンを売り始める。ミサイルでの攻撃は中止する
のか、はたまた少女を犠牲にしてでもテロリストを倒すのか・・・・・
この後、映画の
中では、テロリストを排除したい軍とミサイル発射の許可を出し渋る大臣の心の葛藤が描かれています。
この事態で、皆さんだったら、ミサイルの発射を決断しますか。地元の少女がミサイル発射によって
命の危険にさらされることは容易に判断できます。また、国際指名手配のテロリストを倒さないと多く
の一般人が危険にさらされることも判断できます。
決断は、これから行動することに対して自分の意思で決めることであり、決めるためには、自分の考
えがぶれずにしっかりとしていること（正しい判断）が大切です。例えば、映画を見るために友人と駅
で待ち合わせをしたとします。待ち合わせ時間を１５分過ぎても友人は来ません。もう、電車に乗らな
いと映画には間に合いません。この時、電車に乗るか乗らないかが決断で、映画を優先するか、友情を
優先するかが判断です。もし、友情を優先したら映画は見られなくなります。更に、映画が見られなか
ったことを友人に怒ると、映画と友情を失うことになるかもしれません。しかし、友情を優先するとい
う判断がぶれなければ、友人に映画を見られなかったと怒ることはせず、友情は保たれます。自分で下
した決断には、悪い結果になっても呑み込む覚悟が必要です。そのためにも、ぶれない判断ができるこ
とが大切です。
今、皆さんは学校や家庭での生活の中でも、いろいろな判断をしていると思います。このテレビ番組
を見終わったら勉強しようと思っていた矢先に親からいい加減に勉強しなさいと言われ、へそを曲げて
意地を張って勉強をしなかったり、読書の時間に本を読む気分にならないので、友達とおしゃべりをし
たり等、自分の気分（好き嫌い）で行動をしていませんか。好き嫌いで判断をしている人はその判断基
準が毎回変わってきます。正しいか正しくないかで判断をしようとしている人は、判断基準がぶれにく
くなります。そして、一日一日の正しい行為の積み重ねが、その人の考えや人間性に大きな成長をもた
らします。
自分で決めたことに後悔をしない。難しいことですが、日頃の生活を通して身に付いていくように思
います。ちなみに先程の話ですが、自分が決断する立場であったら、ミサイル発射を許可しないと思い
ます。
保護者の皆様、今年もついに残り１ヶ月となりました。今年も子どもたちの素晴らしい活動を数多く
見ることができ、大変嬉しく思っています。しかし、登下校時の自転車の乗り方や家庭学習の取り組み
等も少しずつ改善されてはいますが、まだまだ課題も見受けられます。学校は、子どもたち一人ひとり
がより成長できるように取り組んでまいります。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）
第５２回マーチングバンド関東大会
銀賞 吹奏楽部
第４３回マーチングバンド・バトントワーリング埼玉県大会
銀賞 吹奏楽部
さいたま市学校図書館読書感想文コンクール
推薦賞 ３年２組 岩佐 朋哉
２年２組 飯塚 恭子
１年１組 星野 夏帆
「いっしょに読もう！新聞コンクール」…「学校奨励賞」も受賞しました
努力賞 ２年１組 小澤 伊吹
２年１組 井村 彩音
２年２組 飯塚 恭子
２年２組 五十嵐 太一
１年２組 杉浦 啓太
１年２組 堀口 幸聖
さいたま市児童生徒作文コンクール
優良賞 ３年２組 木下
陽
１年１組 足立 陽彩
１年２組 金子 茉矢
入選
３年１組 西澤 未萌
１年１組 髙橋 翔太
ソフトテニス１年生研修大会
男子個人戦 第２位 １年２組 相川 智洋・１年２組 石島 暖之 ペア
岩槻区小・中学校美術展
入選
３年１組 石井 桃子
３年１組 小田 妃和
３年１組 加藤 千聖
３年１組 須賀 竜輝
３年１組 西澤 未萌
３年２組 金子 雅空
３年２組 田口 修冬
３年２組 山﨑 夢唯
３年３組 大久保 萌
３年３組 小島 千慧
３年３組 島村 海里
３年３組 柳沢 侑緋
３年３組 𠮷田 愛美香
２年１組 木村 結菜
２年１組 田中 日和
２年１組 新堀
実
２年１組 前田 弥希
２年１組 山岸
碧
２年２組 飯塚 恭子
２年２組 大浦 泰遥
２年２組 小原 愛奈
２年２組 土屋 理雄
２年２組 三輪 陽大
２年３組 伊藤 海稀
２年３組 井本 月輝
２年３組 北沢 莉紗子 ２年３組 田中 青空
２年３組 松野 優大
２年３組 渡邊 貫太
１年１組 足立 陽彩
１年１組 岩本 真透
１年１組 齋藤
陽
１年１組 星野 夏帆
１年１組 萬年 美月
１年２組 相川 聖南
１年２組 齋藤 玲美愛
１年２組 渋谷 かおる
１年２組 清水 咲苺
１年２組 関根 健斗
１年２組 當摩 大樹
１年２組 星野 良亮
１年２組 吉田 紗来

赤ちゃん・幼児触れ合い体験がおこなわれました
さいたま市では「生命尊重教育の推進」の一環として、「赤ちゃん・幼児触れ合い体験」を位置づけ、
本校では家庭科の授業の中で実施しています。本年度も 10 月に３年生が学級ごとに、バンビ保育園を
訪れ、自分たちで作ったおもちゃなどを使って園児と遊んだり、一緒に遊戯をしたりするなど、貴重な
体験をすることができました。この体験を生かすためにも、今後いろいろな場面で、自他の命を一層大
切にできる人に成長して行ってほしいと願っています。最後になりましたが、今年度も体験の場を提供
していただいたバンビ保育園の皆さま方に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

新生徒会役員が決まりました！

1２月行事予定
生徒会役員選挙が行われ、新生徒会役員が決ま
りました。川通中のために、よろしくお願いしま
す。
（写真右より）
会 長
中村 百花さん（２年２組）
副会長
小澤 伊吹君 （２年１組）
副会長
相場
響 君 （１年２組）
書 記
藤澤 一花さん（２年３組）
書 記
吉田 紗来さん（１年２組）
会 計
井上 陽貴君 （２年２組）
会 計
小山 辰之慎君（１年１組）
◀認証式であいさつをする新生徒会役員

（新会長 中村さんの言葉）
私は生徒会本部役員として川通中学校がよりよい学校になるよう、一人ひとりが決まりやマナー
を守れる学校にしていきたいです。そのために、今まで以上に周りを見たり、声をかけたりして皆で
注意し合えるような雰囲気をつくりたいです。また、会長として全校生徒の先頭に立ち、リードして
いけるように頑張ります。役員全員で協力し、川中生全員が充実した学校生活を送れるよう、全力で
取り組んで行きます。よろしくお願いします。

小・中合同あいさつ運動を行いました！
小・中一貫教育の一環として、初めて川通中学校区で小・中合同あいさつ運動が行われました。１１月
８日に川通小、１１月１３日に上里小のそれぞれの児童会のみなさんと、本校後期生徒会役員、１・２年
学級委員のみなさんによって、さわやかな「おはようございます。」の声が登校児童との間で交わされて
いました。この取組は、今後も続けて行く予定となっています。

◀川通小での様子

上里小での様子▶

「自転車点検」を行いました～命を乗せる自転車、ご家庭でも安全についてご配慮を～
１１月２２日（水）と２８日（火）の下校時に自転車点検を行
いました。学年ごとに分かれ、学年担当の教員が点検簿に記載さ
れている１３の点検項目について確認しました。異常があったも
のに関しては、再点検を実施しました。各ご家庭でも、不備な個
所がないか定期的に点検、指導をお願いします。また、自転車の
乗り方についても、事故を起こさないようにルールを守り、安全
な登下校が行えるようご指導をお願います。

「自転車安全利用５則」を守ろう！

１月の主な行事予定
１日（月）～３日（水）閉庁扱い
９日（火）始業式・大掃除・口座引き落とし日・学年会
１０日（水）３年第３回市学力検査・１，２年市学力学習状況調査・給食開始
１１日（木）交通安全教室⑥
１２日（金）教室コンテスト（～2/28）・給食ワゴンチェック
１３日（水）チャレンジスクール
１５日（月）登校指導
１９日（金）専門委員会（３年最後）・給食ワゴンチェック
２２日（月）登校指導・３年私立高入試中心日（３時間授業・給食なし）・職員会議
２５日（木）新入生保護者説明会（14:20）・１，２年給食ワゴンチェック
２７日（土）チャレンジスクール
２９日（月）登校指導・１年自然の教室事前指導
３０日（火）１年自然の教室（～2/1）・３年三者面談（～2/1）

