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学校教育目標 「自ら考え進んで行動する生徒」

令和４年７月２０日（水）発行 文責 田川 一義

＜７月２０日（水）１学期終業式・校長の話より＞
本日の終業式をもって１学期が終了となります。生徒のみなさん一人一人にとって、どのような１学期

だったでしょうか。
今年度は、キーワードとして、「伸びる」「つながる「乗り越える」を掲げましたが、そのことを実感する

ことができたでしょうか。
自分自身でどこか伸びたところや成長したと思えるところはあったでしょうか。また友達同士のつな

がりはどうでしょうか。そして何か壁にぶつかったときや課題に直面したとき、あきらめず、それらを乗
り越えようと努力することができたでしょうか。
学校全体として振り返ってみると、どの学年も着実に成長したのではないかと思います。３年生は、

「学校の顔」として、行事や部活動、委員会活動などの場面で、最上級生らしく、自覚を持った行動が見ら
れるようになりました。２年生は先輩らしさが出てきました。すでに部活動では３年生からバトンを受け
継ぎ、新しい部長、副部長が決まり、新体制での活動が始まっている部がほとんどになりました。そのよ
うな中、中堅学年として、頼もしさが感じられるようになりました。１年生は、教科ごとに先生が変わる授
業や部活動など、中学校生活に慣れることで精一杯だったと思います。１学期間を過ごし、ずいぶんと中
学生らしさが出てきたと感じています。
この終業式の後、各担任の先生から通知表が渡されますが、この１学期、自分でよかったと思うところ

は、引き続きその調子でさらに力を伸ばし、もう少しがんばれたと思うところについては、しっかりと振
り返り、２学期に挽回して欲しいと思います。
明日から３５日間の夏休みが始まります。夏休みは授業がない分、遅れてを取ってしまった教科につ

いては、この夏休みは追いつくチャンスです。宿題も出ていますが、宿題を「ノルマ」や「やらされ感」があ
るのでは力がつきません。自分で学力を定着させ、伸ばしていこうとする意識を持って、宿題や勉強に
取り組んでください。１年生にとっては、中学生になって初めての夏休みです。部活動もあり、小学校時
代とはちがった夏休みの過ごし方になると思います。また２年生も代替わりになった部活動に精一杯が
んばり、１．２年生ともに勉強と部活動の両立に励んで欲しいと思います。そして３年生は、自分の進路実
現に向けた特別な夏休みになると思います。夏期講習や高校の説明会、体験入学への参加など、進路選
択に向けて、本格的に動き始めます。３年生も受験勉強をがんばり、自分の進路に対してしっかりと見つ
め、向き合いながら、進路に向けて準備を進めて欲しいと思います。
そのような夏休みを充実したものにするためには、計画性をもって過ごすことが大切です。夏休みは、

通常より自分の自由な時間が多くなります。しかしなんとなく過ごしてると貴重な３５日間があっという
間に終わってしまいます。
ことわざで『時は金なり』という言葉があります。「時間はお

金と同様、価値があり、貴重なものなので、決して無駄にして
はいけない」という意味です。ぜひ夏休みの３５日間、一日一日
を大切に過ごして欲しいと思います。
最後に新型コロナウイルス感染症が第７波に入ったという報

道もあります。今年の夏も感染症や熱中症など体調管理に注
意が必要です。体調管理には規則正しい生活を送ることが大
切です。また特に交通事故や水の事故には十分注意し、健康で
安全な夏休みを送って欲しいと思います。そして８月２５日の２
学期の始業式に元気なみなさんとまた会えることを楽しみにし
ています。

薬物乱用防止教室 「ダメ。ゼッタイ。」
７月１４日（木）に「公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター企画

部参事、キャラバンカー指導員の秋葉 敏幸 様」を講師に「薬物乱用防止

教室」を実施しました。違法薬物の種類や名称、薬物乱用の危険性や常習

者の末路等を分かりやすく説明いただきました。近年では、インターネット・

スマホの普及や巧みな勧誘により、違法薬物へのハードルが低くなり、中高

生の薬物乱用者も増加傾向にあることや、各クラス、世界に１台しかないキ

ャラバンカーも見学し、薬物の恐ろしさや体に与える影響等について学習

しました。以外と身近なところに落とし穴があるようです。

特に夏休みは自由な時間も増え、楽しい反面、色々な誘惑も多く、危険な

場面に遭遇する可能性も高くなります。今回の話を心に留め、犯罪や事故

の被害者にも加害者にもならないように気をつけて欲しいと思います。

心ゆたかに

総合芸術部７月の作品



７月の表彰 おめでとうございます！（敬称略）

第６０回埼玉県硬筆中央展覧会 特選 嶋村 あおい(３－１)
特選 西村 望愛 (２－１)
特選 鎌形 紗夕 (１－２)
特選 彌永 俊明 (１－３)
優良 田代 志織 (２－１)

藤久保中学校では、毎学期末に学校表彰を実施しています。
本校の目指す生徒像の３つ「自らよく考え意欲的に学ぶ生徒」「心
豊かで思いやりのある生徒」「健康でたくましく生きる生徒」に
ふさわしい生徒を各クラス「学び賞」「思いやり賞」「健康賞」と
して３名を表彰しています。

【敬称略】
〇学び賞 〇思いやり賞 〇健康賞

１－１ 長根 咲耶 １－１ 多胡 敏光 １－１ 伊藤 優妃
１－２ 高田 侑奈 １－２ 武藤 亜絢 １－２ 樋口 天真
１－３ 大田 來花 １－３ 長町 修汰 １－３ 彌永 俊明
２－１ 田代 千聡 ２－１ 長町 芽依 ２－１ 渡邉 悠
２－２ 佐藤 廉 ２－２ 諏訪部 真由 ２－２ 石川 翔太郎
３－１ 権守 玲音 ３－１ 鈴木 雄右助 ３－１ 春原 慧吾
３－２ 内村 弥路 ３－２ 森 蒼真 ３－２ 井上 寛大

８月の学校閉庁日のお知らせ
三芳町内の小・中学校は、８月１１日（木）（山の日）～１６日（火）まで学校閉庁日となり、学校は教職員が不
在となります。閉庁日において、急なご用件等がある場合には、町の教育委員会までお問い合わせをお願
いします。 ※お問い合わせ電話番号０４９－２５８－0019

保護者・地域の皆様へ
お陰様で、今日で６９日間の１学期を終えることができました。保護者の皆様、地域の皆様のご理

解ご協力に感謝申し上げます。明日から８月２４日まで、３５日間の夏休みに入ります。ご家庭にお
かれましては、安全面や学習面などにご配慮いただき、健康・安全で有意義な夏休みとなりますよう
ご協力をよろしくお願いします。特に以下の４点については、７月８日（金）の保護者会資料「夏休
みの生活について」にもありますが、改めてご確認いただくとともに、地域の皆様におかれましては、
藤中生の見守りをお願いし、何か気になることがありましたら、遠慮なくご連絡ください。

①「命」を大切に、安全な日々を！
夏休みは、何かと開放的になり、ついつい気が緩みがちになります。注意して欲しい事は、新型

コロナウイルス感染症の第７波への警戒と交通事故、熱中症、水難事故、およびスマートフォン・
タブレット・ゲーム機器などのインターネット等、ＳǸＳの使い方です。また家庭での帰宅時間や外
出の約束事など、安全のための家庭内ルールをもう一度ご確認をお願いします。

②規則正しい生活が送れますように！
長い夏休み、「規則正しい生活を送る」ことほど難しいことはないと思います。３５日間の見通し

や計画をしっかりと立て、一日一日のタイムスケジュールを考えることも大切です。①にもあるよ
うに、時間を持て余すと、スマホなどを際限なく見てしまいがちです。メリハリのある生活を送れ
るよう、お家の方のご協力をお願いします。また部活動のある人には、部活動の計画表も配布しま
すので、用事や体調面を除き、部活動に参加するようお願いします。

③学習時間の確保を！
３５日間の積み重ねは貴重なものです。学校からも宿題が出ていますが、その宿題を「ノルマ」、「や
っつけ」ではなく、自分の学力を定着させ、伸ばしていこうとする意識を持ち、また宿題だけでは
なく、今までの学習の復習を中心に、自主学習にも取り組ませてください。また授業が止まってい
る分、遅れてしまっている学習を取り戻して欲しいと思います。継続的な学習がより大切です。

④２学期のスタートが近づく頃に！
夏休みに終わりが見え、２学期のスタートが近づくにつれ、生徒の気持ちが不安定になる傾向が

あります。お子様が普段と違うような様子（例:元気がない、イライラしている、落ち着きがない、
腹痛、頭痛、食欲がない、泣き出す等）がありましたら、いつでも学校へ連絡してください。
２学期も順調にスタートできますよう、ご家庭での見守りをよろしくお願いします。

※２学期当初の予定は学校ＨＰの「学校だより第５号」に掲載しますので、ご覧ください。



敬老の日‥‥多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長
寿を祝う。

秋分の日‥‥祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ

８月 １２ 月
２５ 木 始業式 除草作業 １３ 火 生徒会朝礼 新人入間東部大会代表者会
２６ 金 短縮日課 避難訓練 給食開始 １４ 水
２７ 土 １５ 木 生徒会役員選挙
２８ 日 １６ 金 新人陸上大会 金①②③④⑤火⑤
２９ 月 教育相談週間 選挙公示 １７ 土
３０ 火 １８ 日
３１ 水 １９ 月 敬老の日

９月 ２０ 火 新人入間東部大会①
１ 木 ２１ 水 新人入間東部大会②
２ 金 金①②③④⑤火⑥ ２２ 木
３ 土 ２３ 金 秋分の日
４ 日 ２４ 土 新人入間東部大会③
５ 月 ３年入間東部学力テスト ２５ 日
６ 火 学校朝礼 専門委員会 ２６ 月 新人入間東部大会予備日
７ 水 テスト前部活動停止期間
８ 木 ２7 火 学年朝礼 後期専門委員会開き
９ 金 金①②③④⑤水⑥ ２８ 水
１０ 土 ２９ 木
１１ 日 ３０ 金 教育実習開始 金①②③④⑤火⑥


