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学校教育目標 「自ら考え進んで行動する生徒」
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１年生は、１月１３日（木）１４日（金）、新潟県南魚沼郡湯

沢町へスキー教室へ出かけました。

令和４年が明けてから、これまでにない勢いで、新型コ

ロナウイルス感染症が急拡大しました。

１年生の保護者の皆様には、スキー教室の実施にあた

り、さぞかしご心配だったと思います。しかし日頃からお

子さんの感染予防や健康管理に努めていただいたこと、

元気にお子さんをスキー教室に送り出していただいたこ

とに深く感謝いたします。おかげ様で、大きな事故やけが

等もなく、無事に帰ってくることができました。また、スキー教室２日間の天気予報は、「日本海側は低気圧

の影響で暴風の見込み」とあり、出発前から現地の天気次第では、「悪天候でリフトが動かなくなるのでは

ないか。」「吹雪で視界が悪くなり、スキー講習ができないのではないか。」と心配していました。しかし雪の

降っている時間の方が多かったものの、予定通りにスキー教室講習ができ、２日目には、一瞬でしたが、晴

れ間が見えました。

そのような中、大部分の生徒がスキー初心者でしたが、２日目にはリフトに乗り、スキーの技術も「ボー

ゲン」（スキーの板をハの字にして滑り降りる）ができるまで上達し、スキーを楽しんでいました。また、スキ

ー教室のスローガン『Ｅnjoy your self ～好き（スキー）こそ、ものの上手なれ～』のもと、実行委員の生

徒を中心に準備を進め、みんなで決まりごとを守り、自分の役割を責任を持って果たしていました。そして

印象的だったことは、あいさつやお礼がきちんと言える生徒が多かったということです。ホテルの方やス

キーインストラクターさん、バスのドライバーさん、添乗員さんと、多くの方が１年生のあいさつについて、

褒めてくださいました。生徒のみなさんが褒められると、うれしい気持ちになるのは、私だけではないと思

います。ぜひスキー教室での体験を通じて、今までできなかったことができるようになった等を自信につ

なげ、今後の生活に活かして欲しいと思います。

修学旅行は、延期しました。
２年生で予定していた２月２日(水)３日(木)４日(金)の修学旅行は、新型コロナウイルス

感染症の感染急拡大影響により、３月１７日(木)１８日(金)１９日(土)に延期しました。
※２２日(火)は２年生の振替休業日になります。
２年生は、１年生の時に予定していたスキー教室が残念ながら、中止になってしまいまし

た。昨年３月に日帰りで相模湖ピクニックランドまで校外学習に行きましたが、宿泊行事が
実現できていませんでした。
今回、コロナの感染症拡大の影響により、修学旅行が延期になりましたが、これから先も

辛抱強く、感染予防をしっかりと行い、このコロナの第６波を乗り越え、修学旅行が実現で
きるようしていきたいと思っています。

感染予防を徹底し、第６波を乗り越えましょう！
新型コロナウイルスの変異株、オミクロン株の影響と思われる感染急拡大により、全国各

地に「まん延防止等重点措置」が適用されています。報道や専門家によると、今回の流行の

特徴としては、無症状や軽症が多く、子どもを含めた若い世代に感染が急増しているという

ことです。そのよう中、社会や経済は動いていますので、どんな形で感染者が出ても不思議

ではない状況です。どんなに努力しても感染を防げないこともあると思います。しかし前記

したように２年生の修学旅行を延期し、また３年生は受験を控えている大事な時期です。

今後、家庭・地域・学校による最大限の感染予防により、そのリスクを少しでも減らしてい

けるようにできればと強く願っているところです。ご協力をよろしくお願いいたします。

心ゆたかに
力してください



２月の表彰 (敬称略) 「おめでとうございます！」
☆令和３年度三芳町エンジェルカップ女子バスケットボール大会 第２位
☆令和３年度三芳町エンジェルカップ女子バスケットボール大会 優秀選手賞 ２－１ 石山 陽向

☆令和３年度入間東部地区書初展

推薦 １－３ 嶋田 桃子（県展） 推薦 ２－２ 嶋村 あおい（県展）
２－２ 西山 美姫 （県展）

特選 １－１ 佐藤 楓 特選 ２－１ 妹尾 小雪 特選 ３－１ 犬伏 珠優
１－１ 田代 志織 ２－１ 吉田 舞玲 ３－１ 森 蒼葉
１－１ 西村 望愛 ２－２ 石井 希乃花 ３－２ 山本 香織
１－２ 小手 実佐子 ３－３ 上野 莉央
１－３ 佐藤 廉 優良 ２－１ 岡崎 宏洋 ３－３ 増田 未来

２－１ 石山 陽向
優良 １－１ 小泉 双葉 ２－１ 佐藤 美心 優良 ３－１ 菅野 結良

１－２ 稲葉 心音 ２－２ 井上 寛大 ３－２ 有定 舞
１－２ 目﨑 優羽 ２－２ 伊藤 美清 ３－２ 高木 睦
１－２ 最上 将樹 ３－２ 武藤 凪沙
１－３ 岩沢 悠那 ３－２ 山本 柚葵
１－３ 永井 利咲 ３－３ 荒川 はづき

３－３ 星野 葵

☆令和３年度第６２回埼玉県小・中学校等児童生徒美術展入間地区展覧会及び三芳町内展

埼玉県特選 ２－１ 吉田 舞玲 ３－２ 有定 舞

入間地区特選 １－３ 佐藤 廉 ２－１ 佐藤 美心 ３－２ 山本 柚葵

入間地区入選 １－１ 小泉 双葉 ２－１ 石山 陽向 ３－１ 髙原 優菜
１－１ 段谷 夏帆 ２－２ 伊藤 美清 ３－１ 和田 康希
１－２ 橋本 蘭珂 ２－２ 井上 紗希 ３－２ 斉藤 優奈
１－２ 稲葉 心音 ２－２ 嶋村 あおい ３－２ 山本 香織
１－３ 上原 寛椛 ３－２ 武藤 凪沙
１－３ 今福 美結 ３－３ 増田 未来

町内展入選 １－１ 小野 悠陽 ２－１ 妹尾 小雪 ３－１ 市川 明美
１－１ 西村 望愛 ２－２ 酒井 玲菜 ３－１ 塚越 優美花
１－２ 目﨑 優羽 ３－３ 中澤 心優
１－２ 渡邉 悠 ３－３ 吉田 遥斗
１－３ 吉田 快地 ３－３ 渡邉 豊

２月１１日建国記念日 ・・・・ 建国をしのび国を愛する心を養う。

２月２３日天皇誕生日 ・・・・ 天皇の誕生日を祝う。

１ 火 総下校１７:１５ １６ 水
２ 水 １７ 木 県公立高校志願先変更①
３ 木 ３年出願事務 ３年生給食後下校 １８ 金 県公立高校志願先変更②
４ 金 金①②③④⑤木⑤ ３年学年末テスト 金①②③④⑤火⑥
５ 土 １９ 土 学年末テスト前部活動停止期間
６ 日 ２０ 日
７ 月 ２１ 月 ３年テスト返し特別日課
８ 火 学校朝礼 ２２ 火 ３年テスト返し特別日課
９ 水 ２３ 水 天皇誕生日
１０ 木 新入生保護者会 「町長と語ろう」ｵﾝﾗｲﾝ ２４ 木 県公立高校学力検査 １、２年学年末テスト
１１ 金 建国記念日 ２５ 金 県公立高校面接実技 １、２年学年末テスト
１２ 土 ２６ 土
１３ 日 ２７ 日 英語検定会場
１４ 月 県公立高校出願① ２８ 月
１５ 火 県公立高校出願②

生徒会朝礼 専門委員会

２月の予定




