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新年にあたって
校長

鈴木

修平

新年あけましておめでとうございます。旧年中は、豊野中学校の
教育活動に対しましてご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上
げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年５月に年号が令和に変わり、初めての年明けを迎えました。
今年は日本開催のオリンピックイヤーです。夏のオリンピックが日
本で開催されるのは、１９６４年以来の５６年ぶりということです。
昨年の１２月１５日にメイン会場の新国立競技場で竣工式も行われ、
東京オリンピックの舞台「杜のスタジアム」がお披露目となりました。１２月２１日にはオープニ
ングイベントが開催され、１月１日にはサッカー天皇杯決勝もありましたが、７月２４日のオリン
ピック開会式や各競技での熱戦も含め、日本人選手の活躍にも期待が膨らみます。
昨年は、ワールドカップラグビーが日本で開催され、日本代表が大活躍しました。ラグビー日本
代表として初のワールドカップベスト８入りを果たし、日本代表のスローガンである「ワンチーム」
が流行語大賞にも選ばれるなど、大いに盛り上がりました。日本代表の活躍からたくさんの力や勇
気をもらうことができた人が大勢いたと思います。今年のオリンピックではどんなドラマが待って
いるのか、今から楽しみです。特に、若い世代のアスリートが多くの種目で台頭してきており、ど
んな活躍を見せてくれるのかわくわくします。スポーツを見る楽しさは、勝敗の行方はもちろんで
すが、ハラハラドキドキ一喜一憂できる臨場感や一体感の楽しさだと思います。特にオリンピック
のような世界の一流の舞台での試合の場合は尚更です。一進一退の攻防の中で一瞬の判断やプレー
が勝敗を左右することや、思わぬ展開となることなど「筋書きのないドラマ」と言われる所以だと
思います。様々な競技にそれぞれの競技ならではの魅力があり、プレーヤーやチームとしての精神
力の強さやプレーの華麗さや力強さには、芸術的な美しさを感じることもしばしばあります。今年
の東京オリンピックをみんなで楽しみましょう。
さて、年が改まって迎えた令和初のお正月は特別であり、決意を新たにして頑張ろうという気持
ちが湧いて出てきているのではないでしょうか。新年にふさわしい新たな目標を決め、充実した一
年にできるようにしてほしいと思います。「一年の計は元旦にあり」です。
今日から三学期です。三学期は短い学期ですが、新しい年度を迎えるまとめの学期でもあります。
もうすぐ一年生は先輩になります。二年生は最高学年です。三年生は卒業し新たな進路に向かいま
す。三学期がスタートする今こそ新たな目標を持ち、その実現に向け具体的な実践を積み重ね、成
長と自信につなげられるようにしていきましょう。みなさんの今後に期待しています。

第 47 回マーチングバンド全国大会

全国でシルバー
吹奏楽部
１２月１４日さいたまスーパーアリーナで
開かれたマーチングバンド全国大会で吹奏楽
部は見事銀賞を受賞しました。当日は大編成の
部門に全国から選りすぐられた１０校が集ま
り、それぞれのパフォーマンスを披露しまし
た。さすがに全国大会とあって、どの学校も甲
乙つけがたい演技・演奏でした。その中で豊野
中は『HANA～花はきっとまた咲く～』をテー
マに、練習の成果を思う存分発揮しました。銀
賞、おめでとうございました。これからもコン
クールや演奏会が続きます。更に磨きをかけた
演技・演奏を創り上げてください。

葛飾中で合同学習会
１２月４日に葛飾
中学校体育館にて、
特別支援学級の合
同学習会が開催さ
れ、７・８組の生徒
が参加しました。歌
の練習や、太鼓の練習、道具を使ったダンスの
練習を、素敵な笑顔を見せながら取り組んでい
ました。

充実した研修会でした
１２月７日、豊野
地区公民館で豊
文化祭にて

野地区少年育成
会研修会が開催
されました。研究
協議題を「地域ぐ
るみでオアシス
運動～あいさつから始まる地域の安心・安全～」

ようこそ未来の豊野中生

として、グループ討議を行いました。当日は多
くの方にご参加をいただき、充実した時間を過
ごすことができました。地域の安心・安全を守
り、今後も活動を続けていきます。

１２月３日、来年４月に本校へ入学する小学
６年生の児童が、新入生一日入学を体験しまし

授業参観・保護者会
ご来校ありがとうございました

た。全体では体育館で歓迎の歌と校長あいさつ
が行われ、その後、児童と保護者に分かれ、児
童は教室に移動し体験授業を受けました。中学
校の先生の授業に緊張した表情でしたが、真剣
な態度で授業に臨んでいました。児童からは、
「楽しかった」「早く中学生になりたい」など

１２月１３日に全
校で授業参観が行
われ、多数の保護
者の皆様にご来校
いただきありがと
うございました。

の感想がありました。生徒会の生徒に連れられ
部活動の見学も行いました。みなさんの入学を
楽しみに待っています。

２年生は授業後に
学級懇談会を開き、担任と２学期を振り返りま
した。１年生は、体育館で職場体験学習の発表
会とスキー教室の取り組みを生徒が行いまし

た。その後、学年保護者会にてスキー教室につ
いての説明がありました。
【動画投稿の危険性について】
インターネットには、スマートフォンなどで撮影
した動画を手軽に登校できるサービスがたくさん
あります。みなさんの中にも、投稿された動画を見
るだけでなく、自分が撮影した動画を投稿したこと
がある、という人がいるのではないでしょうか。し
かし動画投稿が身近なものになった一方で、問題の
ある動画を投稿する人がいるのも事実です。
＜問題のある動画の例＞
インターネットに投稿される問題のある動画の
例としては、以下のようなものがあげられます。
・コンビニやスーパーなどで、商品に対していたず
らをしているもの
・線路内などの立ち入り禁止場所に侵入しているも
の
・飲酒や喫煙など、未成年者にとって不適切な行為
をおこなっているもの
・学校の授業の様子を撮影したもの
・自宅で入浴をしている様子や、水着姿でダンスを
している様子など、性的な要素を含むもの
こうした動画を投稿する人たちは、「たくさんの
人に動画を見てもらいたい」「注目を集めたい」と
いった動機や、「おもしろい動画が撮れたから、友
だちに見せよう」といった軽はずみな気持ちで投稿
しているものと思われます。
しかしそのような動画投稿は、店や他人に迷惑を
掛けたり、場合によっては法に触れたりすることも
あり、周囲に大きな影響を与えることもあります。
また、動画を見た人たちからひぼう中傷のコメン
トが集まって心にダメージを受け、外に出るのが怖
くなったり、SNS の過去の投稿などから個人情報
を特定され、問題のある投稿と一緒にさまざまなサ
イトにはりつけられたりすることもあります。そう
した動画が拡散されると、それらの情報がいつまで
もインターネットに残り続け、進学や就職などに影
響する恐れもあるのです。
(性的な要素を含む動画を投稿した場合は、わいせつ
目的の視聴者からコメントがきて、言葉巧みに誘い
出されて性的被害にあってしまう恐れもあります。)
問題のある動画をインターネットに投稿した際の
危険性をしっかりと頭に入れ、動画を投稿する前に、
「これはインターネットに投稿しても大丈夫なも
のか」必ず確認するようにしましょう。

☆☆☆☆豊野中生の活躍☆☆☆☆
◆春日部市中学校駅伝競走大会
男子総合３位 豊野 A

女子総合１位

豊野 A

【県大会２５位】

女子総合６位

区間賞

豊野 B

第一区
第二区

第三区
第四区
◆第２回豊野ｵｰﾀﾑｶｯﾌﾟ
男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会 準優勝
優秀選手賞
◆新人体育大会
兼第３２回県民総合スポーツ大会
兼第２９回テレビ埼玉旗争奪サッカー大会
優秀選手賞
◆埼玉県ﾕｰｽｻｯｶｰ U13 春日部市内予選会
第３位
◆新人体育大会
兼第３２回県民総合スポーツ大会
埼玉県中学校バスケットボールの部
優勝 男子バスケットボール部
大会ベスト５
優勝 女子バスケットボール部
大会ベスト５
◆西関東マーチングコンテスト
金賞 吹奏楽部
◆第５４回ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ関東大会
金賞・推薦状 吹奏楽部
埼玉県教育長賞・招待状 吹奏楽部
◆春日部間税会「税の標語」
入賞
◆人権作文
佳作
◆第１４回春日部工業杯
第３位 男子バレーボール部
◆第３回ｸﾘｽﾏｽｶｯﾌﾟ男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
優勝
MVP 賞
◆第３３回毎日カップ
「中学校体力つくり」コンテスト 優良賞
◆第４７回ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ全校大会
中学校の部 大編成 銀賞 吹奏楽部

14 火 専門委員会

◆関東スーパーマーチング
関東支部年間優秀団体 吹奏楽部
春日部市特別支援学級
ふれあいアート展のお知らせ
日時

令和２年１月３０日（木）
～２月２日（日）１０：３０～１６：３０

場所

匠大塚春日部本店

５階イベントホール

（春日部駅東口徒歩１０分
内容

駐車場有り）

絵画、粘土、工作、習字、家庭科作品、

費用

入場無料

主催

春日部市特別支援教育推進協議会
春日部市教育研究会特別支援教育研究部
春日部市教育委員会

TEL

15 水
16 木 １年４時間＋給食・下校
17 金 １年スキー教室
18 土 １年スキー教室
市内書きぞめ展（匠大塚５階）
19 日 １年スキー教室
市内書きぞめ展（匠大塚５階）
20 月 １年振替休業日 PTA 一斉登校指導
21 火 １年振替休業日
22 水 私立入試中心日～２４日

技術科作品等の展示

問合せ

日直清掃

春日部市教育委員会

指導課

０４８－７６３－２２２０

23 木 情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ講演会
24 金 英語検定

日直清掃

25 土 児童生徒美術展（蓮田市パルシー）
26 日 児童生徒美術展（蓮田市パルシー）
27 月 校内研修会
28 火

【夢創造講演会のお知らせ】
日時：令和２年１月３０日（木）
１３：４０～講師入場
場所：豊野中学校 体育館
講演者：川畑 麻衣子 様（ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者）
※どなたでもご覧いただくことができます。当
日、体育館までお越しください。上履きをお持
ちください。お車でのご来場はご遠慮下さい。

1 月の予定

下校時間 16:45(～7 日)
17:00(8 日～)

月 曜
１ 水 元日

行

事

等

学校閉庁日

２ 木 学校閉庁日
３ 金 学校閉庁日
４ 土
５ 日
６ 月
７ 火
８ 水 始業式

職員会議

９ 木 午前３時間授業（木④⑤⑥）
10 金 給食開始
11 土
12 日
13 月 成人の日

月曜授業

29 水
30 木 「夢創造」講演会
31 金 授業エキスパート

＜２月の予定＞下校時間 17:30(

3 日~11 日)
17:45(12 日~)

３日（月）全校朝会 職員会議
Kasukabe Winter Test(1，2 年)
７日（金）２年東京ウォーク
１２日（水）合同学習会７・８組
１３日（木）３年期末テスト
１・２年実力テスト
１４日（金）３年期末テスト
１７日（月）公立高校出願
１８日（火）公立高校出願 学校評議員会
２０日（木）志願先変更期間 専門委員会
２１日（金）志願先変更期間
合同学習会７・８組
２５日（火）職員会議
２６日（水）諸活動停止期間
２７日（木）第２回学校保健委員会
２８日（金）公立学力検査 ３年給食なし
＜学校徴収金のお知らせ＞
１月１５日（水）１年生・２年生 １４，４００円
３年生 １２，４００円
※今年度最後の学校徴収金となります。通帳のご確
認をお願いいたします。

