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春日部市立豊野中学校

防災について
校長 鈴木 修平
２学期の始業式から早くもひと月が経過し、１０月を迎え秋本番です。９月の残暑が心配されま
したが、季節は確実に移ろい朝晩は涼しく過ごしやすい毎日です。実りの秋、芸術の秋、スポーツ
の秋、読書の秋等々、秋は何をするにも適した季節ですが、生徒のみなさんはどんな秋にするので
しょうか？２学期の始業式でも話しましたが、２学期は最も充実する学期であり、多くの行事も予
定されています。生徒ひとりひとりが充実した毎日にし、成長を実感できるようにしてほしいと思
います。
９月の新人戦は陸上競技を皮切りにスタートし、代替わりした１・２年生のチームで市内大会に
臨みました。夏の猛暑の中での苦しい練習を乗り越えて手に入れた力を存分に発揮し、多くの運動
部が活躍しました。県大会に出場する部活動の今後の活躍が楽しみです。また、吹奏楽部は、９月
２３日にさいたまスーパーアリーナで開催されたマーチングバンド県大会で金賞を受賞し、今後の
上位大会での更なる活躍が期待されます。
ところで、９月３日に避難訓練を実施しましたが、今年の避難訓練は、東中学校区と豊野中学校
区の小中学校７校で、合同の避難訓練として実施しました。同じ時間に地震を想定した避難訓練を
実施し、小学校に弟や妹がいる生徒は小学校に迎えに行って引き取るということも予定していまし
た。今回の訓練では、小学校に迎えに行くことは実施しませんでしたが、二次避難で全校生徒が集
合したところでは、豊野小・藤塚小・牛島小に弟や妹がいる生徒を確認し、今後はそのような役割
も期待されることや、地域の防災の担い手としての意識をもって自助・共助できる力をつけてほし
いというお話もしました。今年も、８月の後半には九州北部の豪雨災害があり、９月の台風１５号
では、直撃を受けた千葉県を中心に多くの地域で甚大な被害がありましたが、一刻も早い復旧・復
興を願うばかりです。地震や台風はもちろんですが、集中豪雨や竜巻、落雷など予想が困難で突然
に起きる災害もあります。そんな時に、自分の命を自分で守る行動(自助)ができることが何よりも
大切ですが、＋αとして、自分に何ができるかを考え行動できる力(共助)も身につけていってほし
いと思います。
昨年に引き続き、今年も１０月２６日(土)に藤塚小学校を会場に豊野地区の防災訓練が行われま
す。参加できる生徒にはぜひ参加していただき、地域の中での防災について考え、行動する力を身
につける機会にしてほしいと思います。

いつ起こるかわからない震災
９月３日に、避難訓練を実施しました。訓練の
時間帯に雨が降り、校庭への避難ではなく体育

館への避難となりました。避難後は、いつ起こ
るかわからない震災に対して、実際に起きたと
き、中学生の子供達は地域の中で支える立場で

あることを認識しました。今回は、小学校に弟
妹がいた場合、小学校に迎えにいく場合がある
という想定を考えました。様々な場面を想定す

会・薬物乱用防止
教室を行いました。
講師には、本校の

ることで、いつ起こるかわからない震災に対し
て「自分の身は自分で守る」ことができるよう
にしましょう。

スクールサポータ
ーの篠原さんと飯
田さんにお願いし
ました。薬物に関しては、一回の間違いもあっ
てはいけないもの、一回しても乱用なのです。
薬物の種類、まん延している状況、誘いの手口、
予防策などわかりやすい説明がありました。最
後に３つの勇気、「①断る勇気②逃げる勇気③
大人に相談する勇気」のお話がありました。絶
対に薬物乱用をしない、正しい判断と行動がで
きるようにしましょう。

自ら学び自ら考える生徒
９月１３日は、東部教育事務所と春日部市教育
委員会の指導主事の方にお越しいただき、全て
の先生と全てのクラスの授業をご覧になり指
導していただきました。今年度の学校研究課題
は、
「自ら学び自ら考える生徒の育成～聞く力、
伝える力の育成を目指した～」であり、３年目
となります。これまでの研究の集大成として、
子供達につけたい力を明確にし、その中で特に
「聞く力、伝える力の育成」に関して授業展開
で様々な工夫を施してきました。グループ活動

新人体育大会兼県民総合体育大会市内予選会

祝 県大会出場！
男子・女子バスケットボール部優勝
サッカー部優勝
女子バレーボール部優勝
男子バレーボール部準優勝
陸上部、女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部
新チームで各部とも大健闘

で話し合い、自分の意見を、根拠をもとにわか
夏の大会を最後に３年生が引退し、各部が新
りやすく伝えることを意識した授業を展開に
チームとなって初めての公式戦が行われまし
しました。指導者からは、
「生徒が落ち着いて、
た。日ごろの練習の成果が十分に発揮されたの
先生の話に耳を傾けている姿勢が、本当に素晴
ではないでしょうか。
らしい」というお褒めの言葉もいただきました。
陸上部は９月１８・１９日に大会が行われま
した。１日目の途中から雨が降る天候でしたが、
その中でも全力で走り抜きました。男子 800m
と 1500m で１位となり県大会出場を獲得しま
した。２日目は晴天の中、４×100mR の決勝が
行われ、女子は２位、男子は８位と健闘しまし
た。

「薬物乱用、ダメゼッタイ！」
９月１８日に、体育館で第１回学校保健委員

男子バレー部は９月２４・２５日に庄和体育
館で行われ、準優勝しました。そして、県大会
出場を決めました。
９月２５日～２７日には、各部が各会場で熱
戦を繰り広げました。女子ソフトテニス部では、
ダブルスでベスト４に入り、県大会出場を決め
ました。
卓球部は、団体で男子が３位で代表決定戦（１

０月５日）に進みました。女子は惜敗でした。
個人戦では、男子シングルスと女子ダブルスで
ベスト１６まで進みました。

ました。多くの観客が見守る中、吹奏楽部の演
奏が披露されました。素晴らしい演奏・演技に
会場からは大きな拍手が送られました。また、

野球部は、準決勝まで駒を進めましたが惜敗し
３位となりました。
サッカー部は、決勝まで進み、０－０のまま延
長でも勝負が決まらず PK となりました。見事
勝利し県大会出場を決めました。
男子バスケ部と女子バスケ部は、ともに優勝し
県大会出場を決めました。
女子バレーボール部は、決勝を２－０のストレ
ートで勝利し優勝。見事県大会出場を決めまし
た。
各部とも新人戦を経験し、一回りチームとし

生徒２人による「安全宣言」がありました。春
日部市警察署より感
謝状をいただきまし
た。
９月２３日（月）に
は、第４５回マーチン

ても個人としても大きく成長しました。今後の
練習や大会に活かしていきましょう。

テーマ「花」の大変素
晴らしい演奏・演技を披露しました。見事、金

グバンド・バトントワ
リング埼玉県大会 が
さいたまスーパーア
リーナで行われまし
た。今年度のショーの

賞を獲得しました。

☆☆☆☆豊野中生の活躍☆☆☆☆
◆学校総合体育大会中学校
陸上競技埼玉県大会（７／２２）
女子４×100ｍＲ ５位

秋の全国交通安全運動
出発式 演奏 吹奏楽部
９月２１日（土）に、「秋の全国交通安全運
動」の出発式がイオンモールの駐車場で行われ

◆市民憲章に関する小中学生ワークショップ
（８／３）
感謝状
◆新人体育大会兼県民総合体育大会
市内予選会水泳（８／２８）
男子５０ｍ、１００ｍ自由形
４位
◆新人体育大会兼県民総合体育大会
市内予選会陸上（９／１８・１９）
男子 800m・1500m１位
女子４×１００ｍR ２位

◆第４５回マーチングバンド・

バトントワリング埼玉県大会（９／２３）
金賞 吹奏楽部

【保護者の皆様にお願い】
メール配信サービスにまだ登録されていな
い方は、登録をお願いいたします。学校からの
緊急連絡等に活用させていただきます。

豊野中ホームページが
新しくなりました
９月１２日より、豊野中ホームページが新し
くなりました。学校だより、各学年通信、給食
だより、保健だよりなど、お手紙なども掲載し
ていきます。ぜひご覧ください。
【新アドレス】

https://schit.net/kasukabe/jhtoyono

15 火 専門委員会
16 水 新人陸上県大会
17 木 ２年農業体験
進路学習会（３年）
新人陸上県大会
18 金
19 土
20 日
21 月 市内駅伝大会
学校公開週間～２５日
22 火 即位礼正殿の儀
23 水 木曜授業
24 木 金曜授業

⑤全体練習

25 金 第４３回文化祭
26 土 豊野地区防災訓練（場所：藤塚小）
27 日

10 月の予定
月 曜

下校時間 17:45(~2 日)
17:15(3 日~)

行

1

火

2

水 新人大会予備①
全校朝会
木 新人大会予備②

3
4

5

事

等

金 英語検定
後期教育実習最終日
豊野地区少年育成会研修部会打合せ
土 新人代表決定戦
豊野小学校バザー（ボランティア）

6

日 新人代表決定戦予備

7

月

8

火 諸活動停止期間～１０日まで

9

水 合同学習会

10 木 人権を考える集い
安全点検日
11 金 中間テスト
１年：理・国・英・数・社
２年：社・国・数・英・理
３年：国・数・社・理・英
12 土
13 日 豊野地区体育祭（場所：藤塚小）
14 月 体育の日
埼 玉 県防犯のまちづくり県民 大会
（豊野地区少年育成会）

28 月 火曜授業
市内駅伝大会予備日
29 火 月曜授業 日直清掃
校内研修（道徳）
PTA 運営委員会 18:30
30 水
31 木 生徒会役員選挙

＜１１月の予定＞下校時間 17:00(5 日~)
１日（金）市内音楽会

全校朝会

５日（火）スーパー元気さわやか集会
６日（水）社会体験チャレンジ（１年）
給食試食会
７日（木）社会体験チャレンジ（１年）
８日（金）社会体験チャレンジ（１年）
安全点検日
１１日（月）東部地区テスト（３年）
１２日（火）全校三者面談～１９日まで
４５分×５時間～１９日まで
木の授業①②③④⑥
１４日（木）県民の日（閉庁日）
１６日（土）豊野中バザー
ｶｽｶﾍﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾃﾞｰ
１９日（火）火①②③④⑥
２１日（木）専門委員会
日直清掃
２３日（土）諸活動停止期間～２７日まで
２８日（木）期末テスト①
２９日（金）期末テスト②
３０日（土）市内美術展

