令和元年度

３月号

教育目標 「 夢創造 」

春日部市立豊野中学校

３月を迎えて
校長 鈴木 修平
この冬は暖冬でしたが、寒暖の差が日によって大きいことから、寒い日はより寒く感じられる日
も多くありました。１月には本校でもインフルエンザ流行の兆しがあったものの、幸いにも学級閉
鎖をすることもなく、１年生はスキー教室、２年生は東京ウォーク、３年生は高校入試がそれぞれ
計画通り順調に進められました。月日が経つのは本当に早く、２月上旬には梅の花が美しく咲き、
春の訪れが感じられる季節を迎えました。今日から３月、令和元年度も残すところひと月、締めく
くりの「まとめの月」です。
一年間を振り返ると、全般に落ち着いた中で教育活動が進められ、生徒の活躍が多くの場面で見
られました。体育祭や合唱コンクール、３年生の修学旅行、２年生の農業体験や東京ウォーク、１
年生のスキー教室など様々な行事での生徒の真剣な取組が大きな成果となり、生徒の成長と自信に
つながりました。
部活動でも、吹奏楽部の全国大会での銀賞、男女バスケットボール部の関東大会出場や新人戦で
の県大会３連覇達成、サッカー部、陸上部、ソフトテニス部、男女バレーボール部、卓球部、女子
駅伝等が県大会に出場するなど素晴らしい成績を残しました。各部の日頃からの取組の積み重ねが
実を結んだものと言えます。
１月３１日には、エキスパートを目指す授業研究会が本校を会場に開催され、東部管内から多く
の先生方にお越しいただきました。尾堤先生が２年１組で英語の研究授業を実施し、研究協議会が
行われました。参観した多くの方から、生徒の授業への取組が素晴らしいとお褒めの言葉をいただ
きました。
ところで、２月の学校便りの裏面に生徒・保護者のアンケート結果並びに学校評価を示させてい
ただきました。生徒のアンケート結果を見ると、達成度が全学年で８割を超えている項目が、２０
項目中「学校生活を楽しんでいる」
「学校への愛着」
「わかりやすい授業の工夫」
「あいさつ」
「きま
りルールを守る」「学校行事への積極的参加」の６項目です。全体の平均も学年が上がるにつれて
高くなっていく傾向が見られ、成果としてとらえています。逆に、達成度が全学年で７割以下の項
目は「家庭学習」「環境美化」「ボランティア活動」の３項目であり課題と言えます。「夢や目標を
持った生活」「授業内容の理解」「授業への集中」「部活動の充実」の４項目についても、昨年は全
学年８割を超えていましたが、今年は学年によって８割を超えていません。今後の課題として具体
的な方策を検討し、改善に取り組んでいきたいと考えています。
さて、３年生は埼玉県公立高校入学者選抜の学力検査が２月２８日、３月２日が面接・実技検査
でした。そして、中学校３年間をしめくくる節目となる大切な儀式である卒業証書授与式を３月１
３日に迎えます。新たな旅立ちに向け、残り僅かな中学校生活をより一層充実させ、次年度への決

意を新たにし、当日を迎えてほしいと思います。１・２年生にとっても進級に向けた大切な準備の
時期です。この３月をそれぞれの生徒にとっての次年度へ向けた大切なスッテップにしてください。
保護者及び地域の皆様、令和元年度も本校の教育活動への御理解、御協力を賜り誠にありがとう
ございました。心よりお礼申し上げます。生徒は、それぞれの決意を持ち新たな年度に向け進んで
いきます。生徒を温かく見守りつつ、その成長をそっと後押ししていただければと思います。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。

素敵な音色でした

「夢創造」講演会

１月３０日に、クラリネ
ット奏者である川畑麻
衣子様をお招きして、夢
創造講演会を開催しま
した。川畑様がプロの演

出前授業

中学校の授業を体験

２月１３日（豊野小）と１４日（藤塚小）に「出
前授業」が行われました。中一ギャップ解消に
向けた取組の一つで、入学する前に中学校の授
業の雰囲気を体験し、少しでも不安を取り除き、

奏家になるまでの苦労
や努力したこと、人と人
とのつながりをすごく
大切にして過ごされた
ことなどお話がありま
した。また、実際に演奏
をしていただき、生徒た
ちは真剣な表情で聴い
ていました。夢や目標を
持つ大切さを伝えて頂
きました。
【生徒感想】
・生活の１つ１つを大切にし、好きなことを見
つけ好きなことを仕事にしたいと思います。
・自分の人生をみんなの前で話せるような人に
なりたいです。

初めての班別行動

ましょう。

東京ウォーク

夢と希望をもって入学できるようにするため
です。本校から、数学の柿沼先生と英語の三瓶
先生が各小学校で授業を行いました。数学では、
マイナスの世界をゲーム方式で楽しく学習し、
英語では、自己紹介を英語で行い、歌に合わせ
て発音の練習を行いました。児童は、最初は緊
張した様子でしたが、慣れてくると笑顔や真剣
な表情が見られました。４月の入学式でみんな
に会えるのが楽しみです。

【豊野小

数学】

【藤塚小

英語】

むし歯のない健康な歯をいつまでも

２月７日、２年生が東京

２月１３日に春日

ウォークを実施しまし
た。班ごとに見学場所や
昼食場所を決め、自分た
ちだけで東京を１日見
学する班別行動。学校で
は体験できないことや学ぶことができないこ

部市学校歯科保健
優良校コンクール
表彰式が春日部市
教育センターで開
催され、本校は努力
賞を受賞しました。昨年度は９０％までむし

とも経験したことでしょう。仲間と協力する大

歯治療率が向上しました。今年度も継続し治
療率が上がっています大変すばらしいことで
す。今後も歯を大切にしていきましょう。

切さも感じたはずです。すべての班が決められ
た時間を守り、正しく行動することができまし
た。この取り組みを来年度の修学旅行に活かし

全国大会で素晴らしいﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
吹奏楽部は、２月２日にカラーガード・マーチ
ングパーカッション全国大会（幕張メッセ）に
出場し、ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ部門で優秀賞・評価者
特別賞とｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ部門で金賞、ｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ部門ｼﾞ
ｭﾆｱの部で第２位をいただきました。また、２
２日には、マーチングステージ全国大会（神奈
川県民ホール）で、素晴らしい演奏と演技を披
露し、優秀賞・特別賞をいただきました。これ
は、１・２年生だけで出場でした。どちらの大
会も全国から選び優れた学校が集まっての大
会でした。大会を終えた吹奏楽部は、卒業式や
３月２９日（日）の定期演奏会へ向けての準備
をしています。みんなの前で行うパフォーマン
スが楽しみです。

授業を参観しました
２月１８日に、第２回学校評議員会を行いまし
た。５名の皆様に授業の様子を参観していただ
き、「どのクラスも落ち着いた授業です」「数
学は内容が難しかったですが、生徒はよく取り
組んでいますね」など、お褒めの言葉をいただ
きました。その後、学校評価について説明を行
い、学校評議員の方々からたくさんのご意見や
ご感想をいただきました。ありがとうございま
した。

元気あふれるパフォーマンス
２月２１日に武里中学校の体育館で、「市内特
別支援学級合同学習会（学習発表会と３年生を
送る会）」が開催されました。学習発表会では、
各班で音楽（USA、レモン）に合わせダンスを
披露しました。練習の成果を発揮し取り組んで
いました。３年生を送る会では、認定書の授与
が一人一人にありました。とても素晴らしく心
に残る会でした。

【終了後の様子】

★新型コロナウイルスによる
感染症拡大防止のための措置
について★（２月２８日配布再掲）
１ 休業期間
令和２年３月２日（月）～４月７日（火）
※臨時休業日
３月２日（月）～２６日（木）
学年末休業日
３月２７日（金）～３１日（火）
春季休業日
４月１日（水）～４月７日（火）
２ 卒業式について
（１）規模（内容、参加者、時間等）を縮小し
て、予定の日時に実施する予定です。
（２）詳細については、学校から改めてお知ら
せします。※事前に登校日を設ける場合
もあります。
３ 休業中の過ごし方について（学習・生活）
（１）十分な睡眠、適度な運動、バランスのと
れた食事を心がけてください。
（２）石けんでの手洗い、うがい、咳エチケッ
トを心がけてください。
（３）感染拡大防止のための休業日です。
不特定多数の人が集まる場所への不
要・不急の外出は避けてください。
（４）学校の授業にあたる時間は、原則外出せ
ず、学習の時間としてください。
学校から課題が出された場合は、その課
題に取り組ませてください。また、学年
のまとめの時期です。計画的な自主学習
が進められるようにお願いします。
※お子様には、「休業中の過ごし方」を配
布します。休業中の過ごし方や学習につ
いてご参照ください。
（５）休業中は、中学校の部活動は実施し
ません。
４ 学校からの連絡
（１）休業中は、家庭での様子等を伺うため、
適宜学級担任等から電話連絡します。
（２）必要に応じて、学校から連絡し、登校し
ていただく場合がありますので、連絡が
とれるようにしてください。（特に進路
が関わる中学３年生）
（３）全体にお知らせする事項については、学

校からメール配信をします。また学校の
ＨＰも併せてご覧ください。
５ 備
考
（１）修了式は、実施しません。通知票は、新
学期に（卒業生は、卒業式当日に）渡しま
す。
（２）始業式は、令和２年４月８日（水）です。
（３）学習用具等は、持ち帰らず学校で保管す
るものもあります。
（４）学級会計、学年会計等については、新学
期に（卒業生は、卒業式当日に）お知らせ
します。また、給食費の返金を予定してい
ますので、引き落とし用の口座は解約しない
ようお願いします。
（５）学年途中からの休業となるため、当該学
年の学習内容の一部が終わっていない
場合があります。この学習の補完につい
ては、国や県の通知に基づき、対応を検
討します。
（６）休業日であっても、学校職員は通常勤務
をしますので、ご不明な点、相談等は、
学校にお問合せください。

３月の予定
月 曜

行

事

等

１ 日
２ 月 公立高校実技面接検査
４ 水 公立高校追検査
９ 月 公立高校入学許可候補者発表
13 金 第４３回卒業証書授与式
23 月 小学校卒業式
24 火 小学校卒業式
令和２年度
４月８日（水）始業式、第４４回入学式

金 賞
銀 賞
◆第６０回埼玉県小・中学校児童生徒美術展
埼葛地区展覧会
特 選
銀 賞
入 選
◆第１９回久喜カップ中学生卓球大会
男子シングルス ベスト８
◆第４４回春日部市会長杯卓球大会
男子団体 ３位
◆東部地区男子１年生（U13）
バレーボール大会 優勝
★ベスト６
◆久喜市近隣女子バレーボール交流大会
優 勝
◆スプリングカップバレーボール大会 優勝
★優秀選手賞
◆第３回ｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ・ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ全国大会
ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ部門 優秀賞
評価者特別賞
ｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ部門
金賞
ｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ部門ｼﾞｭﾆｱの部 第２位

【保護者の皆様】
メール配信サービスにご登録していただき
ありがとございました。このサービスは、３月
３１日で登録がすべて抹消されます。新年度に
なりましたら、新たにメール配信サ―ビスに登
録することになります。４月９日にお手紙を配
付します。ご理解ご協力よろしくお願いいたし
ます。メール配信サービスは、学校からの緊急
連絡等に活用させていただくものです。

【保護者・地域の皆様】
☆☆☆☆豊野中生の活躍☆☆☆☆
◆全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会
越谷人権擁護委員協議会地区予選
優秀賞
◆市民アカデミー 人権ポスター
表彰状
◆第７２回埼玉県書きぞめ中央展覧会
特選賞
◆身体障害者福祉のための
第６１回埼玉県児童生徒美術展覧会
入 選
◆春日部市児童生徒図工・美術作品展

本年度も余すところ１か月となりました。保
護者や地域の皆様には、これまで本校の教育活
動に御理解と御支援をいただき感謝申し上げ
ます。体育祭、文化祭、授業参観、PTA バザ
ー等に多くの方にご来校いただき、生徒にとっ
て大きな励みとなりました。心よりお礼申し上
げます。

