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教育目標 「 夢創造 」

春日部市立豊野中学校

今後の更なる成長に向けて
校長 鈴木 修平
１２月を迎え、今年も残り１か月です。１１月の中頃からは朝晩も冷え込むようになり、秋も深
まり冬の訪れが近づいてきています。９月から１０月にかけて台風や低気圧に伴う大雨による各地
での甚大な被害が相次ぎ、穏やかな秋がないまま寒い季節に向かいつつあるようにも感じています。
近畿地方では、１１月４日に木枯らし１号が吹き、北海道では１１月６日に札幌や旭川市内でも雪
となり、各地から冬の便りが届いています。長期予報によると関東地方の今年の冬は例年よりも気
温が高めということですが、天気予報に注意をして、降雪への備えなど安全面への配慮もしていか
なければと思います。また、インフルエンザやノロウイルスの感染など冬に流行する病気にも注意
し、予防接種はもちろん日頃からうがいや手洗い、マスクの着用などの予防を生徒に呼びかけ、健
康管理に気をつけていきたいと考えています。
さて、１１月１日には春日部市民文化会館で市内音楽会が開催され、３年２組が本校の代表とし
て出場し、「春に」の合唱を発表しました。代表としてとても素晴らしい合唱でした。どの学校も
それぞれの学校の代表としての素晴らしさがあり、心地よく合唱を堪能できた貴重な時間でした。
また、１１月６日には、熊谷ドームでソフトテニス新人戦県大会の個人戦に出場し、惜しくも１回
戦で敗退しましたが善戦しました。１１月９日には熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で埼玉県駅伝
競走大会が開催され、春日部市の代表として本校の女子が出場し６３校中２５位でした。３年連続
の県大会出場で本当によく頑張りました。中でも４区は、区間５位の記録で１０人抜きの素晴らし
い走りを見せてくれました。同じ日に、吹奏楽部がさいたま市のスーパーアリーナでマーチングバ
ンド関東大会に出場し、素晴らしい演奏演技で金賞・県教育長賞を受賞し全国大会への出場を決め
ました。３年連続の大編成での全国大会出場です。１２月１４日の全国大会での更なる活躍が楽し
みです。また、１１月１０日には、男子バレーボール部が新座市総合体育館で開催された新人戦県
大会に出場し、１回戦を勝利し２回戦で惜しくも敗退しましたが善戦しました。同じ日にサッカー
部も岩槻北稜高校グラウンドで開催された新人戦県大会に出場し、惜しくも１回戦で敗退しました
が善戦しました。また、１１月１１日と１３日に女子バレーボール部が川越総合体育館で開催され
た新人戦県大会に出場し、１回戦を勝利し２回戦で惜しくも敗退しましたが善戦しました。また、
１１月１４日から１６日にかけて、上尾、久喜、春日部ウイングハットを会場に、男女バスケット
ボール部が新人戦県大会に出場し、男女共に全勝で３年連続県大会優勝を見事に成し遂げました。
昨年に引き続き今年の秋も県内の様々な会場で、豊野中生の活躍が光りました。主役である生徒
が活躍できるのは、指導する先生方ももちろんですが、生徒たちを支える保護者や地域の皆様の力
のおかげと感謝しております。生徒一人一人が目標を持った取組をし、日頃から地道に努力を積み
重ね継続していくことは何よりも大切です。
今後も目標を持った取組を心がけ、力と自信をさらに付け、来年度のコンクールや学校総合体育

大会にもつなげてほしいと思います。
さて、１１月にはその他にもたくさんの行事がありました。１１月５日にはスーパー元気さわや
か集会、１１月１６日にはＰＴＡバザーがあり、保護者や地域の皆様にご協力いただき、ありがと
うございました。大変に感謝しております。また、１１月１２日から１９日にかけて全校三者面談
を実施し、保護者の皆様にはご多用な中ご来校いただき、ありがとうございました。三者面談で話
し合われたことを、今後の生徒のよりよい成長につなげていければと思います。
３年生は１０月の中旬から、全生徒を対象とした「校長面接」を実施しています。一人一人の進
路希望を確認し、中学校生活で学んだことや身に付けたこと、これから力を入れて取り組んでいく
ことなどを確認しています。
「豊野中学校はどんな学校ですか？」という質問に対しては、
「クラス
みんなの仲が良い」
「授業に真剣に取り組んでいて先生方も丁寧に教えてくれる」
「行事が楽しくみ
んなで盛り上がれる」
「部活動が盛んである」
「あいさつや掃除をしっかりと行っている」といった
答えが多くうれしい限りです。「校長面接」をきっかけに、自分の進路についてしっかりと考える
機会にすることはもちろんですが、中学校生活を通して身に付けたことに自信を持ち、今後すべき
ことを具体化し、覚悟を決め、勇気をもって決断と実行していく力に結び付けてほしいと考えてい
ます。その意味では、学校生活の中で目標を持ち、前向きに努力して自分の力を精一杯発揮できる
よう、様々な活動に取り組むことが何よりも大切だと改めて感じています。
今後も、学校教育目標「夢創造」の具現化に向け、教職員一同一丸となって教育活動に取り組ん
で参りますので、引き続き皆様方の御理解と御協力をお願いいたします。

新人体育大会埼玉県大会

3 年連続 男女ダブル優勝
バスケットボール部

ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ関東大会

金賞で全国大会へ

吹奏楽部

１１月９日にさいたまス
ーパーアリーナで開催さ
れたﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ関東大
会に吹奏楽部が出場し、
素晴らしい演奏・演技で
金賞・埼玉県教育長賞を受賞し、今月１４日に
同じ会場で行われる全国大会推薦団体に選ば
れました。全国大会でも、豊野中吹奏楽部のよ
さを発揮してきてください。

第４３代新生徒会発足
【優勝までの軌跡】
【男子】
豊野 104－61 高根
豊野 103－40 鴻巣
豊野 085－39 八潮
豊野 075－51 新座第三
豊野 081－56 宗岡第二
豊野 079－55 埼玉栄

【女子】
豊野 079－40 吹上北
豊野 100－40 与野東
豊野 058－40 宗岡第二
豊野 065－35 戸塚西
豊野 061－47 早稲田
豊野 074－40 草加新田

１０月３１日に生徒会役員選挙が行われまし
た。立会演説では、立候補者が公約を述べ、豊
野中学校をよりよくするために、何ができるの
かなど、意気込みを伝えました。朝の校門やお
昼の放送でも選挙活動を行ってきた８名とそ
の応援者が立派な姿勢でした。春日部市選挙管
理委員会より投票箱と記載台をお借りして、各

学年のフロアに投票所を設定し、選挙の投票用

所が決定後は事前訪問等を経て当日を迎えま

紙を書く場所を本格的にしました。１８歳から
選挙権が与えるため、中学生から実際の雰囲気
を少しでも感じられたことと思います。１１月
１日には校長先生から任命書が渡され、改めて
決意表明がされました。みんなで生徒会に協力
して学校生活をより良いものにしていきまし

した。どの事業所でも、積極的に取り組み、
「あ
いさつ」や「返事」などではたくさんのお褒め
の言葉をいただきました。この体験を通して、
働くことの「楽しさ」や「大変さ」を知ること
ができました。今後の学校生活に活かしていき
ましょう。

【青少年育成推進員の皆様】
ょう。
生徒会役員選挙の時に、青少
年育成推進委員の方の学校訪
問があり、授業とは違った生
徒の様子を参観していただき
ました。元気よく活動している生徒の姿を見て、
「行事は生徒を大きく成長させてくれますね。

投票箱の準備などは大変素晴らしいです」との
お言葉をいただきました。ありがとうございま
した。

３年２組が豊野中代表として

おいしい給食をいただきました
１１月６日、１年生が３days チャレンジで空け
ていた教室を使って、保護者対象の「PTA 給
食試食会」を開催しました。栄養士の秋場先生
から給食についてのプレゼンを行った後、PTA
役員の方の配膳で試食をしました。この日のメ
ニューは、二色揚げパン、ポークビーンズ、ワ
ンタンスープ、牛乳でした。おいしい給食は、
大人も子供も食べた人みんなを笑顔にする魔
法があります。来年の試食会もどうぞお楽しみ
に！

１１月１日に、春日部市民文化会館で市内小中
学校音楽会が開催され、３年２組が代表で出場
し大変すばらしい歌声を披露しました。午前中
の部には市内中学
校７校が出場し、
それぞれの学校の
よさが表れた歌声
となりました。

働くことの「楽しさ」と「大変さ」
１１月６～８日に、１年生は３days チャレンジ
（職場体験学習）を行いました。今年度は、３

広げよう 笑顔の輪
１１月５日に本校の体育館を会場に、スーパー
元気さわやか集会が開催されました。今年のテ
ーマは、
『「広げよう 笑顔の輪」～「いじめ」
をなくそう 私たちの行動宣言～』です。小中
学校７校の代表児童や生徒会の生徒が参加し、
生徒会長が学校の代表で作文発表を行いまし
た。また、グループディスカッションの記録や
グループ発表の仕事を積極的に行いました。こ
の集会の内容を学校全体に伝え、笑顔の輪を広
げていきましょう。

３事業所の皆様方にご協力をいただきました。
ありがとうございました。生徒達は事前学習と
して、働くことの意義や進路学習を行い、事業

PTA バザー大盛況！
１１月１６日、吹奏楽部の演奏で幕を開けた
PTA バザー。たくさんの方にご来場いただきあ

りがとうございました。バザー開始とともに体
育館、中庭は大賑わいとなりました。やきとり、
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ、おにぎり、団子、たい焼きなど、ほ
とんどが完売しました。美術部、家庭科部、女
子バレー部も出店し、生徒達が素敵な笑顔で接
客し販売しました。野球部、サッカー部、男子
バレー部のみんなは準備や片づけを手伝って
くれました。また、ボランティア部は、あすな
ろの郷の車いすの方々と一緒にバザーを案内
してくれました。

３ 火 新入生１日入学
４ 水 合同学習会（７・８組）
７ 土 豊野地区少年育成会研修会
（豊野公民館１３：００～）
８ 日
９ 月 専門委員会
10 火 安全点検日
12 木 生徒朝会
13 金 授業参観
保護者会（１年）
学級懇談会（２年）
14 土 第４７回ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ全国大会
（さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ）
16 月 学期末４５分授業～２０日まで
20 金 給食終了
４時間授業（金④⑤⑥学）
23 月 午前中３時間授業
大掃除
24 火 終業式
25 水 冬季休業日～１／７まで

科学の不思議？？
１１月１８日に、藤塚小学校にて「放課後子ど
も教室」が開催されま
した。ボランティア部
の生徒がお手伝いと
して参加しました。今
回は、科学がテーマで
す。小学生と一緒に万
華鏡つくりを体験しました。中学生も楽しく参
加することができました。ボランティア部の皆
さん、ありがとうございました。

【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。

1２月の予定
月 曜

下校時間 17:00(～1 日)
16:45(2 日～)

行

事

等

１ 日 市内美術展
２ 月 C 時間割スタート
全校朝会

下校時間 16:45

29 日 閉庁日
30 月 閉庁日
31

火

閉庁日

＜１月の予定＞下校時間 17:00(８日~)
８日（水）始業式
９日（木）午前中３時間授業（木④⑤⑥）
１０日（金）給食開始 生徒朝会
月曜授業 安全点検日
１４日（火）専門委員会
１６日（木）スキー教室事前集会（１年）
１７日（金）～１９日（日）１年スキー教室
１８日（土）市内書初め展
１９日（日）市内書初め展
２０日（月）１年振替休業日
２１日（火）１年振替休業日
２３日（木）情報セキュリティー講演会
３０日（木）夢創造講演会 全校朝会
３１日（金）授業エキスパート研究会
（５校時 英語 尾堤教諭）
＜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。

