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学校教育目標・・「格好いい中学生」
○学ぶ生徒 ○貢献する生徒 ○優しい生徒 ○健康な生徒

自転車乗車中、ヘルメットを着用してますか？
教育活動中の自転車利用に関して、ヘルメット着用を義務としています！
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する
自転車安全利用五則
条例」では、自転車保険への加入は義務となっ
ており、児童・生徒の乗車用ヘッルメットの着
１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
用は、保護者の努力義務となっています。
２ 車道は左側を通行
ヘルメットの着用は、加害、被害を問わず、
３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
重篤なケガを防ぎ、命を守る上でも極めて効果
４ 安全ルールを守る
があることが実証されています。
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
本校では、以前より自転車通学者のヘルメット
○ 夜間はライトを点灯
着用は義務としていましたが、部活動や体験学
習等で自転車を利用する生徒が多い中、自転車
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
通学者以外の生徒のヘルメット着用については
５ 子どもはヘルメットを着用
努力義務となっていました。しかし、交通事故
は、交通ルールを守り正しい自転車の乗り方をしていても、予期せぬ事故に巻き込まれることも
あります。また、近隣では、既に教育活動中の自転車利用におけるヘルメット着用を義務化し、
交通安全を強化している学校も多くなっています。本校においても昨年の９月より教育活動中
の自転車利用に関して、ヘルメット着用を義務としました。（※今年度の３年生は努力義務）

三芳中生の頑張り紹介コーナー ①
◆入間東部地区書き初め展覧会（埼玉県書き初め展覧会）
①三芳町内展 （※ 審査のみ先に実施）
②中央展覧会（県展）
・期日 ２月 １日（土）～ ３日（月）
・期日 １月２５日（土）
・２６日（日）
・会場 三芳町文化会館（コピスみよし）
・会場 三郷市立瑞沼市民センター
○結果
＜入間東部地区展 推薦賞＞ ※中央展に出品【中央展結果】
さん(3-2)【特選】 ・
さん(3-4)【特選】
＜入間東部地区展 特選賞＞
さん(1-1)・
さん(1-2)・
さん(1-3)・
さん(1-3)・
さん(1-3)・
さん(1-4)・
さん(1-4)・
さん(1-4)・
さん(2-1)・
さん(2-1)・
さん(2-2)・
さん(2-3)・
くん(2-4)・
さん(2-4)・
さん(2-4)・
さん(2-4)・
さん(2-4)・
さん(3-1)・
さん(3-1)・
くん(3-2)・
くん(3-2)・
くん(3-2)・
さん(3-2)・
さん(3-2)・
さん(3-3)・
さん(3-4)・
さん(3-4)・
くん(けやき 1・2 年)・
さん(けやき 2・1 年)
＜入間東部地区展 優良賞＞
くん(1-1)・
くん(1-1)・
くん(1-1)・
さん(1-1)・
さん(1-1)・
さん(1-1)・
さん(1-2)・
さん(1-2)・
さん(1-3)・
さん(1-3)・
さん(1-4)・
くん(2-1)・
さん(2-1)・
さん(2-1)・
さん(2-1)・
さん(2-1)・
くん(2-2)・
さん(2-3)・
くん(2-4)・
さん(2-4)・
さん(2-4)・
さん(3-1)・
さん(3-1)・
さん(3-2)・
さん(3-3)・
さん(3-3)・
さん(3-3)・
くん(けやき 1・2 年)・
くん(けやき 1・3 年)

避難訓練（全学年）

自助・共助

◆◆２月の主な行事予定◆◆

１月９日（木）、朝の会で「今
日、休み時間に避難訓練を実施す
る」ことと注意事項の説明だけを
し、休み時間中の「地震発生」を
想定して学級でまとまっていない
状況での避難行動を確認しました。
抜き打ちでの休み時間中の実施で
したが、生徒たちは校舎内では落ち着いて行動し、校舎から
出ると走って集合、整列し、避難できました。また、避難後
の整列・点呼がスムーズにでき、３分２４秒で避難を完了で
きました。災害は、いつ、どんな時に起こるかわかりません。
その時の状況を的確に判断し、落ち着いて行動することが大
切になります。第一に「自分の身は自分で守る（自助）」と
いう意識。第２に「共に助け合う（共助）」という意識が重
要です。さらに中学生ならば、「地域の一員として協力する」
という意識も持っていてほしいものです。

４（火）学校朝会
教育相談①
５（水）教育相談②
６（木）教育相談③
芸術鑑賞教室（１年・けやき）
７（金）新入生保護者説明会
１１（火）＜建国記念の日＞
１２（水）生徒朝会
教育相談④
１３（木）教育相談⑤
ＰＴＡ花の植え替え作業 14::00
１４（金）小中合同研修会
１６（日）スプリングコンサート 13:00
（吹奏楽部・コピスみよし）
１７（月）県公立高校願書提出①
１８（火）県公立高校願書提出②
１９（水）専門委員会
１月２０日（月） ２０（木）県公立高校志願先変更①
林 伊佐雄 町長が来校された
部活動停止期間開始（～２６日）
昨年の１２月１８日（水）の２ ２１（金）県公立高校志願先変更②
年生対象のオリンピアード給食 ２３（日）＜天皇誕生日＞
（マレーシア）に続いて、１年 ２４（月）＜ 振 替 休 日 ＞
生 対象の オリン ピアー ド給 食 ２５（火）学年末テスト①
（オランダ）が実施されました。 ２６（水）学年末テスト②
今回は本校には、三芳町教育 ２７（木）月曜日課＋木⑥
委員会の古川 慶子 教育長が来
県公立高校学力検査事前指導
校され、優しく朗らかに、しかし、熱く、オランダの特徴や ２８（金）火曜日課
素晴らしさについてお話しされていました。
県公立高校学力検査（３年）

オリンピアード給食（１年生）

スキー宿泊学習（１年生）
１月２４日（金）～２５日（土）
今年の冬は暖冬で、各地
のスキー場の雪不足が問
題となっていたので心配
しました。本校が利用した
ムイカスノーリゾートは、
例年よりは雪が少なく多
少支障はあったようですが、予定どおり１泊２日の
スキー宿泊学習が無事に実施できました。
生徒たちは、スキーの経験度別の班でインストラ
クターの方からレッスンを受け、見る見ると上達し
ていきました。全体の行動も時間を守って活動がで
き、夜の有志によるレクリェーションも随分と盛り
上がって、楽しい一時を過ごせたようです。

三芳中生の頑張り紹介コーナー②
◆三芳町バスケットボール１年生大会
〇期日 令和元年１２月２２日（日）
〇会場 三芳町立三芳中学校 体育館
〇結果 ①男子 優 勝
＜優秀選手賞＞
くん（1-4）
②女子 第３位
＜優秀選手賞＞
さん（1-2）
◆さいたまアンサンブルフェスタ（吹奏楽部）
○期日 令和元年１２月２５日（水）
○会場 さいたま芸術劇場
○結果
①金賞＜打楽器四重奏＞
くん（2-1）
・
さん（2-3）
さん（1-2）
・
さん（1-4）
②銀賞＜サクソフォーン四重奏＞
さん（2-1）
・
さん（2-2）
さん（1-2）
・
さん（1-2）
◆入間東部野球選抜選手 認定証（野球部）
○期日 令和２年 １月１１日（土）
くん（2-4）
・
くん（1-2）

