
■１１月の予定 ※今後の情勢により、日程が変更となる可能性もございます。 
11/1 火  

2 水 第 50回音楽祭 
3 木 文化の日 

4 金 
学校公開日,⑥生徒会役員選挙 
二中学区特別支援学級合同校外学習 

5 土 日本管楽合奏ｺﾝﾃｽﾄ全国大会招待演奏(千葉県松戸市森のﾎｰﾙ 21) 
6 日 ３年業者テスト 
7 月  
8 火  
9 水 専門委員会 
10 木 ３年三者面談(⑤⑥ｶｯﾄ),１・２年二者面談(⑥ｶｯﾄ) 
11 金 志木市立小中学校音楽会,ふれあい体験(保育実習)※⑤⑥①②③④の授業 
12 土  
13 日  
14 月 県民の日 

15 火 
３年三者面談(⑤⑥ｶｯﾄ),１・２年二者面談(⑥ｶｯﾄ) 
志木二中学校区三校合同学校運営協議会 10:30～(多目的室) 

16 水 ３年三者面談(⑤⑥ｶｯﾄ),１・２年二者面談(⑥ｶｯﾄ),生徒朝会(認証式) 
17 木 ３年三者面談(⑤⑥ｶｯﾄ),１・２年二者面談(⑥ｶｯﾄ) 
18 金 ３年三者面談(⑤⑥ｶｯﾄ),１・２年二者面談(⑥ｶｯﾄ) 
19 土 志木市立小中学校創造展 9:00～17:00 志木市総合福祉センター 
20 日 志木市立小中学校創造展 9:00～17:00 志木市総合福祉センター 
21 月  
22 火  
23 水 勤労感謝の日 
24 木 期末テスト 
25 金 期末テスト 
26 土  
27 日  
28 月 給食費等引落日(再 12/5) 
29 火  
30 水 ⑥全校体育 

 
■１２月の主な予定 ※今後の情勢により、日程が変更となる可能性もございます。 

12/1 木 
PTA本部役員会 9:30～運営委員会 10:30～ 
志木市内一斉授業研究会 14:00～※給食後下校 

4 日 ３年業者テスト 
14 水 １年保護者会 15:30～(⑥ｶｯﾄ) 
15 木 ２年保護者会 15:30～(⑥ｶｯﾄ) 
16 金 ３年保護者会 15:30～(⑥ｶｯﾄ) 
20 火 給食終了 
21 水 ３時間授業,②③２年思春期講座(体育館)講師:桜井裕子助産師 
22 木 3時間授業,②薬物乱用防止教室(オンライン) 
23 金 終業式 

【冬季休業日】12/24(土)～1/9(月) 
27 火 給食費等引落日(再 1/5) 

 
■衣替え移行期間が終了～コロナ感染予防は継続を！～ 
 肌寒くなってきました。衣替えの移行期間が終了
し、１１月１日(火)から冬服での登校となります。 
 
■１１月１日は「彩の国教育の日」 
 埼玉県では、教育に関する理解を深めていただくた
め、１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１日か
ら７日までを「彩の国教育週間」としています。 
 
 

■学校公開のお知らせ 
１１月４日(金) 

 8:50～12:40,13:40～15:30 
・上履きまたはスリッパ等をお持ちく
ださい。 

・来校の際は、昇降口で「参観者確認
票」の記入をお願いいたします。 

・感染症予防のため、校内ではマスク
の着用、手指の消毒、分散での参観
にご協力ください。 

・授業中の私語や撮影、携帯電話やス
マートフォンの使用はご遠慮くださ
い。 

・今後の情勢により中止となる可能性
もあります。 

 
■第５０回音楽祭 
 １１月２日(水)に
音楽祭を実施いたし
ます。子供たちは本
番に向けて毎日練習
に励んでいます。素
晴らしい歌声、そし
て中学生らしいハーモニーを聴かせてくれ
るはずです。 
コロナ感染症拡大防止の観点から、今年

度も保護者・地域の皆様のご来場はご遠慮
させていただきますが、当日は Youtubeに
よるライブ配信を行う予定です。アドレス
はさくら連絡網でお知らせいたします。 
ぜひご鑑賞ください！ 

 
■３年三者面談及び１・２年二者面談 
 １・２年生は今後の学校生活や悩みなど
について、担任が生徒と面談を行います。
３年生は進路のことについて保護者の方を
交えて面談を実施いたします。詳細につき
ましては担任よりご案内いたします。 
 
■いじめ撲滅強調月間 

１１月は「いじめ撲滅強化月間」です。
いじめられた子供には心身に深刻な被害
が生じることがあります。いじめは重大
な人権侵害であり、決して許されること
ではありません。 
埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅強調月

間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的
に取り組んでいます。いじめを受けてい
たり、いじめに気が付いたりしたら、一人
で悩まず相談・通報してください。 
 

よい子の電話教育相談（２４時間３６５日対応） 
・１８歳以下の子供用(無料) 
 #7300(なやみゼロゼロ)または 0120-86-3192(ハローさいのくに) 
・保護者用 048-556-0874(こころ おはなし) 
・E ﾒｰﾙ相談 soudan@spec.ed.jp 
・FAX相談 0120-81-3192(ﾊｲ さいのくに) 

 

テスト前部活動停止期間 

彩の国教育の日 

mailto:soudan@spec.ed.jp


■志木二中生の活躍 

朝霞地区新人体育大会兼県民総合スポーツ大会 

≪野球≫ 第２位 

≪ｻｯｶｰ≫ ２回戦惜敗 

≪ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ≫男子 予選ﾘｰｸﾞ惜敗 

       女子 予選ﾘｰｸﾞ惜敗 

≪女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ≫ 予選ﾘｰｸﾞ惜敗 

≪ﾃﾆｽ≫男子 団体戦 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ惜敗 

    女子 団体戦 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ惜敗 

≪ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ≫ 

男子 団体 第 1位【県大会出場】 

(船平,森本,景方,秋山,松川,大久保,花岡,鈴木) 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 景方-秋山 第２位【県大会出場】 

          船平-森本 第３位【県大会出場】 

    ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 川嶋-新居田 第１位 

         萩原-田上   第２位 

          林 -濵口  第３位 

   ｼﾝｸﾞﾙ 景方 仁 第３位【県大会出場】 

女子 団体 第２位【県大会出場・県ベスト１６】 

(矢島,澤田,塚越,清水,樋口,増田,保坂,瀧) 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 矢島-澤田 第３位【県大会出場】 

    ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 押野-前里  第１位 

         押野-植松  第３位 

ｼﾝｸﾞﾙ 矢島 未結 第３位【県大会出場】 

≪卓球≫ 

男子   団体 ベスト８ 

女子   団体 第２位【県大会出場】 

    個人 村井 茉奈 第５位【県大会出場】 

       上村 紗々 第６位【県大会出場】 

≪剣道≫ 予選ﾘｰｸﾞ惜敗 

 

■地域・保護者の皆様、 
ありがとうございました！ 

 １０月２２日(土)に環境整備を行いまし
た。地域・保護者、若駒の里応援団、おや
じクラブの皆様など、多くの方々にご協力
いただき、敷地内の環境整備をしていただ
きました。職員一同、生徒が豊かにたくま
しく成長できるように一層取り組んでまい
ります。本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。 

 

第６０回志木地区硬筆展覧会 

特選 

魚津 希代香、玉木 碧、井上 友 

鉄川 莉菜、大竹 莉緒 

入選 

 西脇 恵、大野 珠羽、増田 槻菜 

 高際 悠太、川口 怜奈、油田 幸佑 

 森 結虹、酒井 千瑳 

 

第６０埼玉県硬筆中央展覧会 

優良賞 

飯塚 陽菜子、飯塚 菜々子 

 

埼玉県吹奏楽コンクール地区大会 

Ａの部 金賞 吹奏楽部 

 

ＴＢＳこども音楽コンクール 

埼玉地区大会 優秀 吹奏楽部 

 

発明創意くふう展 

優良賞 三澤 知怜 おしゃれ２Way 

優良賞 井上 哲成 リバーシブル靴下 

 

朝霞市部科学教育振興展覧会 

優秀賞 井上 友  「うっ滞」と闘った 8日間 

優良賞 田代 健悟 大シャボン玉作りとシャボン玉の分子の秘密 

 

朝霞地区駅伝大会 

男子 第１２位 

(倉持、野本、松岡、渡辺、小堀、岡田) 

女子 第４位 

(松岡、大高、岡、豊田、川口) 

第 1区区間賞 松岡 瑛茉 

 

身体障害者福祉のための 

第６４回埼玉県児童生徒美術展覧会 

入選 

玉木 碧、山口 希夏、石川 陽彩 

 


