
『よさ、とりえ、輝く個性を伸ばし 笑顔あふれる学校』

自分を信じて、己自身の向上を！

校長 有山 博之

冬晴れの空を真一文字に横切る一条の雲。新しい年の穏やかな風景の中にも、足元の北風に

打ち震えるベージュ色に甘んじた雑草のそよぎは、まさに寒さの証明です。草いきれも豊かな

土の匂いもない、閉ざされた大地。季節は小寒から大寒へ。「今が一番寒いんだぞ」といわんば

かりの、それぞれの自然物の声は、澄んだ大気にこだまし、一層寒さを増しているように感じ

ます。しかし、ふとした瞬間に見せる、それらの中のかすかな陽の光の暖かさや冬枯れした草

々の合間に見えるほんのわずかな緑が、来る季節、豊穣とした大地や水分を多く含んだ大気、

そして豊かさゆえに、かすかににじむ風景への憧れを強く覚えます。

新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、穏やかに新しい年をお迎え

のことと存じます。本年も昨年同様よろしくご指導、ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。

学校は、令和４年度締めくくりの学期となります。学期早々に１年生のスキー教室、２年生

の職場体験学習が実施されます。「体験」することは、つまりは、現状からの様々な質の向上が

期待されます。どんな小さな体験でも、それが実体験ならば、必ず前向きの一歩が踏み出せる

ものだと信じています。各学年のこの時期の様々な体験活動は、とても有意義であり、それぞ

れのステージを一つ上げるものになると確信しています。卒業期を目前にして、生徒たちには、

更に気を引き締めて「よさ とりえ 輝く個性」を伸ばし、己自身の向上を図って欲しいと思

います。以前にも掲載しましたが、ナポレオン・ヒルの言葉を生徒の皆さんに贈ります。

もし、あなたが負けると“考えたなら”、あなたは負ける。

もし、あなたがダメだと“考えたなら”、あなたはダメになる。

もし、あなたが勝ちたいと思う心の片隅にムリだと“考えたなら”、あなたは絶対に勝てない。

もし、あなたが失敗すると“考えたなら”、あなたは失敗する。

世の中を見てみろ、最後まで成功を願い続けた人だけが成功しているではないか。

すべて 「人の心」が決めるのだ。

もし、あなたが勝てると“考えたなら”、あなたは勝つ。

“向上したい”“自信を持ちたい”と、もしあなたが願うなら、あなたはその通りの人になる。

さあ、再出発だ。強い人が勝つとは限らない。すばしこい人が勝つとは限らない。

“私は出来る”、そう考えた人が結局は勝つのだ！

「成功する」とは、そのまま、自分の「願いを叶える」と読み替えられます。小さくはその時

々の願い。大きくは、将来にわたる夢の実現であります。

３年生にとってはつらい冬でしょう。自分を信じて、「私はできる」とい強い意志を持ち、取

り組んで欲しいと思います。がんばれ！３年生！
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学校教育目標

よく考え進んで学ぶ生徒

誠実で思いやりのある生徒

心身ともにたくましい生徒
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１ 日 元日 冬季休業日 １７ 火 １年スキー学校事前指導(⑤⑥) ２年職場体験事前指導(⑥)
２ 月 振替休日 １８ 水 １年スキー学校 ２年職場体験 ＊１・２年給食カット ＊部活動休止 ★
３ 火 １９ 木 １年スキー学校 ２年職場体験 ＊部活動休止
４ 水 ２０ 金 １年スキー学校 ２年職場体験 ＊部活動休止
５ 木 ２１ 土
６ 金 ２２ 日 ※ 県内私立高校受験集中日
７ 土 ２３ 月
８ 日 ２４ 火
９ 月 成人の日 ２５ 水 民生委員・主任児童委員連絡協議会 15:30
１０ 火 (３時間) 始業式 ２６ 木
１１ 水 (３時間) 水③⑤・避難訓練 ２７ 金 研究授業（松本・稲垣・島田）
１２ 木 給食開始 安全の日 ＊部活動休止 ２８ 土 ＰＴＡ４校合同人権教育研修会 14:00(みらい)
１３ 金 専門委員会 ＊清掃カット ２９ 日
１４ 土 ３０ 月
１５ 日 ３１ 火
１６ 月 ★は、スクールカウンセラー来校日

１２月１６日(金)、３年 ７月９日（土）に実施した再生資源回収では、地域・

生総合の時間に、福祉教育 保護者の皆様には大変お世話になりました。収益金及

の一環として｢手話講座｣を び市交付金については、以下の通りとなりました。

実施しました。暖かい気持 これらに ・新聞 １１，２９８kg １２４，１９０円

ちになった授業でした。 ついては、 ・雑誌 ５，３３０kg ３７，３１０円

子どもたち ・段ボー ４，０３０kg ３６，２７０円

の教育環境 ・古布 １，３７０kg ４，１１０円

整備のため ・アルミ ５０kg ５，０００円

部活動指導における校 に使わせて ○小計 ２０６，８８０円

外外周コースを廃し、校 いただきま ◇市資源回収補助

地内に外周コースを整備 す。 合計 ６６，０６０円

しました。 ２７２，９４０円

○令和４年度県民の日記念絵画コンクール （知事賞）1-3 髙橋 奏汰
○第38回私たちの自然を守ろうコンクール （優秀賞）3-4 深井 千愛 （功労賞）3-1 大木 輝太
○心の輪を広げる体験作文 （最優秀賞）3-4 深井 千愛 （優秀賞）3-4 堀口 野々花
○第44回全日本中学生水の作文コンクール埼玉県地方審査会

（優秀賞） 2-3 清水 優衣
（入選） 3-2 小林 愛歩 3-3 相原 美佳 3-3 柴野 桃花
（水の特別賞）3-4 深井 千愛 2-4 長谷川 新

○第64回浮き城のまち行田駅伝競走大会
〔3000m中学男子の部〕（3位） 1-1 丸山 暖太 2-2 黒川 康司 1-4 宮尾 優人

1-2 長谷川 宇希 1-3 大槻 琥太郎 2-1 野林 瑠輝
（第1区区間賞） 1-1 丸山 暖太

〔1150m中学女子の部〕（1位） 2-3 荒井 萌巳 2-2 瀧澤 有加 2-1 萩原 美羽
2-1 内藤 結彩 1-2 鎌田 真奈帆 2-2 石原 唯那

（第4区区間賞） 2-1 内藤 結彩 （第5区区間賞）1-2 鎌田 真奈帆
○令和4年度東部地区剣道大会2年生大会〔初心者の部Dブロック〕 (1位) 2-2 田中 優斗
○令和4年度東部地区剣道大会1年生大会〔初心者の部Ｂブロック〕 (1位) 1-3 茂木 洋人

〔初心者の部Ｅブロック〕 (1位) 1-3 浦邉 すみれ


