
学校生活

平成30年度

 内容

平成３０年度 修了式
 ３⽉２６⽇（⽕）、体育館で、平成３０年度修了式を⾏いました。３年⽣が卒業したので、第１，２学年の⽣徒だけの体育館は少し広
いように感じました。でも、校歌⻫唱の歌声や元気な返事はいつものようにできていました。４⽉の進級を前に、１，２年⽣の皆さんの
⼼の中に、（最）上級⽣になるという⾃覚が芽⽣えてきているように思いました。
 校⻑先⽣からは、代表⽣徒に修了証を渡された後、「⼀年前に⽴てた⽬標をどれくらい達成できたでしょうか。」と振り返り、「４⽉
からは、元号が変わり、新しい時代が始まります。⽣徒の皆さんも新たな気持ちでいろいろなことに取り組んでもらいたい。そのために
も、新学期に向け、春休み中に準備しておきましょう。また、新⼊⽣⼀⽇⼊学でも話をしていますが、志⽊第⼆中の『元気な気持ちの良
いあいさつ』をこれからもしっかりやっていきましょう。」とお話がありました。
 春休み中は暖かくなり、出かけることも多くなることでしょうが、事故などに遭うことのないように気をつけて⽣活しましょう。
 ４⽉８⽇の始業式に元気な笑顔の皆さんと会えることを楽しみにしています。 

 

 新⼊⽣⼀⽇⼊学
 ３⽉２５⽇（⽉）、平成３１年度⼊学予定の、（２２⽇に⼩学校卒業したての）６年⽣た
ちが集まって、新⼊⽣⼀⽇⼊学を⾏いました。校⻑先⽣からは、いろいろな⼩学校から⼊学
してくる皆さんが早く志⽊第⼆中学校に慣れて楽しい学校⽣活を送れるように、出⾝⼩学校
の垣根を越えて多くの友達をつくること、互いに思いやりを持って接していくこと、⾃分か
ら元気な挨拶をできるようにすることの⼤切さについて話がありました。 
 新しいことを⾏うとき誰にでも不安がおこります。でも、新⼊⽣みんなが仲間になって不
安を乗り越え、先輩たちと⼀緒に新しい志⽊⼆中をつくっていってほしいと願っています。

    

 第１・２学年保護者会
 ３⽉１９⽇（⽕）午後、第１学年と第２学
年、わかこま学級で、今年度最後の保護者会
を⾏いました。３学期の⽣徒の様⼦や来年度
の教育活動についてお話ししました。
 来年度は、第２学年の校外学習がこれまで
の野辺⼭での林間学習からスキー宿泊学習に
なったり、志⽊市⽴⼩中学校の全校でコミュ
ニティスクールが実施されるなど変更される
ことがあります。

             
  保護者の皆様には、この１年間、PTA活動をはじめとして様々な場⾯でご⽀援ご協⼒いただきました。ありがとうございました。

 第４６回卒業証書授与式
 ３⽉１５⽇（⾦）、平成３０年度志⽊市⽴
志⽊第⼆中学校の第４６回卒業証書授与式を
挙⾏いたしました。 天気にも恵まれ、暖かな
⽇差しの中⾏うことができました。式後、
「⾨出式」を⾏い、卒業⽣たちは、在校⽣や
多くの保護者に⾒送られて志⽊第⼆中学校を
巣⽴っていきました。
 志⽊市教育委員会をはじめ、多くのご来賓
の皆様や保護者の皆様にご臨席いただき、あ
りがとうございました。

       

三年⽣を送る会
 ３⽉６⽇（⽔）の３，４時間⽬に体育館で三年⽣を送る会を⾏いました。
 各部活の先輩に⼀⾔ずつ感謝の⾔葉を送ったり、１学年、２学年から歌やダンスなどにメ
ッセージを込めて盛り上げました。 また、中学３年間の思い出ビデオやお世話になった先
⽣からのビデオメッセージもあり、３年⽣はもちろん、１，２年⽣も楽しみながら志⽊第⼆
中学校での中学校⽣活を振り返りました。最後には、３年⽣からのお礼のメッセージと歌が
送られ、会場には、春の⽇差しもあり、あたたかな空気に包まれた時間になりました。 ⽣
徒の中⼼になって、企画したり、進⾏したりしてくれた⽣徒会本部役員の皆さん、ご苦労様
でした。
 また、これまでの１年間、最上級⽣として、志⽊⼆中をリードしてくれた３年⽣の皆さ
ん、ありがとう。卒業しても志⽊⼆中の思い出を胸にいろいろなところで活躍し、いい思い
出さらにをつくってください。

     

 若駒の丘 ソテツコモ外しと藤の剪定
 ３⽉２⽇（⼟）午前９時より、正⾨の正⾯にある「若駒の丘」のソテツに巻いたコモを外
しました。
このコモは、昨年１２⽉に防寒対策のために２０名くらいで４時間近くかけて巻いたもので
したが、今回は、外すのには藁（わら）を縛っていたひもを切るだけなので、参加された
PTA会⻑や環境委員会、若駒の⾥学校応援団の皆さんたち約１０名であっという間に終える
ことができました。
 そのあと、若駒館の横にある藤の枝の剪定を⾏いました。若駒の⾥学校応援団の皆さんか
ら教えていただきながら、上に伸びている枝や藤棚に絡まっている枝を整理しました。1時
間くらいの作業で、すっきりとした枝ぶりになりました。
 藤の花は、ここ数年、咲いていなかったそうですが、今年、きれいに咲いてくれるのを楽
しみにしたいと思います。
 ご協⼒くださったPTAや若駒の⾥学校応援団の皆様、ありがとうございました。

  

  



⼩中⼀貫教育  体験授業
 ２⽉２８⽇（⽊）２時間⽬に、志⽊第⼆⼩
学校と志⽊第四⼩学校の６年⽣を招いて、国
語と体育と英語の授業を⾏いました。授業を
通して、中学校での授業の進め⽅の説明を聞
いたり、２校の⼩学⽣が触れ合える時間にな
りました。
 次は３⽉２５⽇の１⽇体験⼊学です。ま
た、元気な６年⽣の皆さんに会えるのを楽し
みにしています。

       

 朝のあいさつ運動
 学年末テスト前の部活動停⽌期間に合わせ
て、⽣徒会による朝のあいさつ運動が⾏われ
ました。志⽊第⼆⼩学校や志⽊第四⼩学校の
⼩学⽣とともにあいさつをしました。正⾨が
向かい合っている志⽊第⼆⼩学校の⼩学⽣も
中学校の校⾨前で中学⽣を迎えてくれまし
た。

           

学年末テスト
 ２⽉末に学年末テストが⾏われました。
 ３年⽣は、県公⽴⾼校⼊試の学⼒検査（２８⽇）と実技検査・⾯接（３⽉１⽇）があるの
で、１，２年⽣より先に２５，２６⽇に⾏いました。また、１，２年⽣は、２８⽇と３⽉１
⽇に⾏いました。
 どの学年の⽣徒も学年最後のテストなので、しっかり取り組んでいました。
 あと１か⽉後には、新学期が始まります。それまでに今年度のまとめをしっかりしておき
ましょう。

 第２学年 ⻭科保健指導
 ２⽉２１⽇（⽊）６時間⽬に、第２学年の教室で⾏いました。
 ⻭・⼝の健康づくりを通して、「健康とは何か、どのようにすれば健康の保持増進ができ
るか」を考え、実践できる⼒をつけてもらいたいと⾏っています。
 鏡で⾃分の⼝の中を覗き込んで、⻭の裏側に磨き残しがないか点検したり、実践的なブラ
ッシングの仕⽅を教わりました。 この授業で学んだことを、明⽇からの⻭磨きに活かして
いきましょう。

    

新⼊⽣保護者説明会
 ２⽉８⽇（⾦）午後２時より体育館で⾏いました。あいにくの天気でしたが、新⼊⽣の保
護者の皆様には寒い中、お越しいただきました。ありがとうございました。
 中学校⽣活やPTA活動についての説明があり、制服やジャージ、体育館シューズ（上履き
を兼ねる）などの⾒本が展⽰されました。
 今⽇、参加できなかった⽅には、⼩学校をとおして、後⽇資料をお届けします。
質問があれば、志⽊⼆中教頭までご連絡ください。 

     

第２学年 校外学習
 ２⽉７⽇（⽊）、２年⽣が東京（上野公園や浅草、スカイツリーなど）へ出かけました。
最近、⾬や寒い⽇が続いていましたが、今⽇は天気に恵まれ、暖かな⼀⽇でした。
 ⽣徒たちは、班で作った⾏程表に基づき、公共交通機関を利⽤して⾒学地をめぐりまし
た。
 柳瀬川駅での帰りのチェックに遅れた班はありましたが、⼀⽇を通して⼤きな事故はな
く、ほぼ予定通り活動を終えることができました。 お疲れさまでした。
 今⽇の活動を、今後、修学旅⾏での取組に活かし、より充実したものにしていきましょ
う。

      

             

         

 志⽊市こども議会が開かれました
 ２⽉２⽇（⼟）午前９時３０分から、志⽊市役所４階、志⽊市議会本会議場にて⾏われま
した。
 多くの保護者の皆さんが傍聴席で⾒守る中、志⽊市⽴⼩・中学校の代表児童・⽣徒１６名
が、⼦ども議員となって、市⻑や教育⻑、各部局の部⻑に、質問を⾏いました。「カパルの
活⽤について」や「地域の伝統⽂化振興と伝承について」、「志⽊市の未来について」など
質問は多岐にわたりました。
 本校の代表⽣徒からは、堂々と落ち着いた態度で、⼦育て世代に魅⼒ある街づくりについ
て質問をしました。

     



 太陽展が⾏われました
 ２⽉１⽇（⾦）〜２⽇（⼟）、志⽊市総合
福祉センターで、志⽊市⽴⼩・中学校特別⽀
援学級合同作品展「第４４回太陽展」が⾏わ
れました。
 それぞれの学級が、個性豊かでのびのびと
した作品を作り、展⽰されていました。
 本校のわかこま学級の⽣徒は、作品展⽰と
ともに、制作したハーバリウムやサシェ、⾊
鮮やかなポストカード、マスクやハンカチ等
の販売活動も⾏いました。

          

 ホンデリング〜今年度最後〜
 １⽉２９⽇(⽕)朝、１，２年⽣の学級で、
⾏いました。今回は、校⻑先⽣と１年副担任
の先⽣も参加しました。
 ホンデリングは、年６回(３年⽣は年５
回）⾏われます。読んでくださる⽅々は、こ
の⽇のために読む本の選ぶことから始まり、
リハーサル（先⽣⽅に聞き⼿になってもら
い、時間調整もしながら読む練習をしてくれ
ています）をするなど、志⽊⼆中の⽣徒の皆
さんの⼼に読書のよさが届けられるよう、活
動してくださっています。また、ホンデリン
グの後、図書室内の本の整理にもご協⼒いた
だきました。ありがとうございました。
 また、来年度もよろしくお願いします。

     

        

 研究発表会
研究主題 「⼩中⼀貫教育を通して、
        主体的に活動できる⽣徒を
育む」
 １⽉２３⽇(⽔)午後、⼤学教授、埼⽟県教
育委員会、志⽊市教育委員会の指導者をお招
きし、また、志⽊第⼆⼩学校と志⽊第四⼩学
校の先⽣⽅や６年⽣にもご協⼒いただき、
「研究発表会」を⾏いました。４つの研究授
業（⾳楽、外国語活動、算数、数学）の発表
を⾏い、また、全体会、講演会でさらに研修
を深めました。ご指導いただいた内容を踏ま
え、今後さらに⼩中⼀貫教育について研修を
進め、取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
 また、多くの先⽣⽅や関係の⽅々に参観い
ただきました。ご多⽤の中、ご参加いただ
き、ありがとうございました。

         

          

 ２年⽣の百⼈⼀⾸⼤会
 １⽉１７⽇(⽊)午後、体育館フロア⼀⾯を
使って⾏いました。２学年先⽣⽅や校⻑先⽣
が読み⼿となり、クラスの班対抗戦で⾏いま
した。
 先⽣が読み始めると、すぐに札をたたく⾳
や歓声があちらこちらから聞こえてきまし
た。
 この⽇までにしっかり歌を覚えて臨むこと
ができた２年⽣が多いようでした。

          

１年⽣の調理実習
 １⽉１６⽇(⽔)から２１⽇(⽉)までの技
術・家庭科の授業で、イワシの蒲焼き、きゅ
うりとワカメの酢の物、すまし汁の調理実習
を⾏いました。⽣のイワシを⼿で開き、内臓
をとり、たれにつけて…と⼿際よく作業をし
ています。たれに漬けた時間の⻑さで、味の
濃さが違っていたようですが、おいしそうに
出来上がりました。
 １年⽣の皆さんには、家庭でもう⼀度作っ
て、家族の皆さんにも味わってもらいたいも
のです。
 次回の調理実習では、キャベツの千切りの
テストと、そのキャベツの千切りを使った副
菜つくり（各⾃のオリジナルメニュー）を⾏
うそうです。

      

            

 ⼩中⼀貫教育 ⼩学校の先⽣の参観
 １⽉１５⽇(⽕)、志⽊第四⼩学校から、１年⽣の英語の授業に先⽣がいらっしゃいました。
  授業の始めにアナ雪の歌「レット・イット・ゴー」を元気に歌ったり、電⼦⿊板に写された絵に合わせて英⽂を換えて発表したりす
る様⼦等を⾒てもらいました。⼩学校では、「外国語活動」という中学校での英語につながる授業があります。中学校に進学してもうす
ぐ１年になる⽣徒たちの英語の上達ぶりに、また、授業への積極的な参加の様⼦に感⼼されていました。  
 １⽉１６⽇(⽔)には、志⽊第⼆⼩学校から、⾳楽の授業に先⽣がいらっしゃいました。
 他にも、志⽊第四⼩学校から、体育の授業に先⽣がいらっしゃっています。

 



 ２年⽣思春期講座
 １⽉１０⽇（⽊）午後、体育館で、２年⽣徒を対象に、「思春期講座」が開かれました。講師をお招きし、「ＨＩＶ／エイズとともに
⽣きること」について、関連して、多様な⽣と性(LGBTなど）、デートＤＶ、インターネットのメリットデメリット等についてもお話し
いただきました。
 お話から、「HIVの正しい基礎知識を学び、理解を深める」、「性は多様であり、性のあり⽅、⽣き⽅は⾃分が決めていいことを知
る」、「LGBTの情報に対し、正しく理解し適切に⾏動することができる」ようになることの⼤切さを学びました。
 しっかり学び、適切に⾏動することが、⾃分や⼤切な⼈を⼤事にすることにつながります。数年⽴てば、成⼈になる中学⽣だからこそ
しっかり⼼にとどめていてほしい講演内容でした。   

 

 ３学期始業式
 平成３１年１⽉８⽇（⽕）、年明けから良
い天気が続き、寒いものの気持ちの引き締ま
る始業式になりました。
 校⻑先⽣からは、「冬休み中家族の⼀員と
して過ごし、新たな気持ちで新年を迎える」
ことの意義と「昨年から10代の若者の活躍が
著しく、本校でも昨年多くの表彰があった、
⼀⼈ひとりにそれぞれ異なるよいところがあ
る、⾃分のよさを伸ばすこと、そして、他の
⼈のよさも互いに認め合う」ことの⼤切さに
ついて話されました。
 そのあと、学年代表⽣徒から３学期の抱負
が発表され、冬休み中の表彰もありました。

        

平成３０年、地域や保護者の皆様にはいろいろと本校の学校教育活動にご理解ご協⼒いただき、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。   

２学期終業式 
 １２⽉２１⽇（⾦）、２学期の終業式を⾏いました。校⻑先⽣から、２学期には様々な学
校⾏事や部活動等の⼤会等があり、⽣徒の皆さんの活躍が多く⾒られたこと、この冬休みに
はしっかり休息をとり、安全に過ごしてほしいこと、そして、家の⼿伝いをしたり、家族や
親せきの⽅々とじっくりと話をしたりする時間を⼤切にして、メリハリのある⽣活を送って
もらいたいとお話がありました。
 そのあと、代表⽣徒からの２学期を振り返り３学期にかける思いの発表や、表彰がありま
した。
 冬休み中も活動する部も多くありますが、元気に過ごしてください。
 １⽉８⽇の３学期始業式には、明るく元気に登校されることを願っています。 

   

⽣徒会代表者意⾒交換会を⾏いました
 １２⽉２０⽇（⽊）午後、PTA会議室で、平成３０年度第２回⽣徒会代表者意⾒交換会を
⾏いました。今回は、第４６代と第４７代の⽣徒会本部役員から⽣徒会活動のこれまでの活
動報告と今後の活動⽅針などについて発表があり、若駒の⾥学校応援団やPTA役員の皆様か
ら感想やご意⾒をいただきました。⽣徒会本部役員が考える本校⽣徒会の課題（⾝⽀度につ
いて、あいさつの活性化について）について、グループに分かれて話し合いました。        

 朝のあいさつ運動と朝掃除
 １２⽉も押し迫り、終業式まで数⽇になっ
てきました。寒い朝でも、毎⽇PTAの皆様が
正⾨前に⽴ち、⼦どもたちに元気な明るいあ
いさつをしていただいています。ありがとう
ございます。
 また、ボランティア⽣徒が校⾨周辺の落ち
葉掃きをしてくれて、⼤変きれいになりまし
た。友達と協⼒しながら落ち葉を掃いてくれ
ている⽣徒の姿にうれしくなりました。

          

 市⻑表敬訪問（吹奏楽部）

 １２⽉１３⽇（⽊）放課後、志⽊市役所に
吹奏楽部員が訪問し、市⻑に東⽇本吹奏楽⼤
会出場・銀賞受賞と、その後、⽇本管楽合奏
コンテスト中学校S部⾨で最優秀賞を受賞し
たことを報告しました。志⽊市教育委員会教
育⻑も同席いただきました。         

 １年⽣⻭科保健指導と
   フォローアップ⻭科検診
 １２⽉１３⽇（⽊）６時間⽬、学校⻭科医
の⻭科衛⽣⼠の⽅々と⼗⽂字学園⼥⼦⼤学の
学⽣の皆さんから、１年の全教室で⼝腔内の
衛⽣や⾍⻭治療の⼤切さ、正しい⻭磨き等の
説明と⻭磨き指導を⾏っていただきました。
 また、放課後には、保健室で、今年度の未
治療⽣徒を対象にしたフォローアップ⻭科検
診もしていただきました。 ありがとうござ
いました。

       

地域ＤＥ⼦ども⾒守り隊 第13回 ふれあいコンサートが開催されました。



 １２⽉８⽇（⼟）午前１０時から、志⽊第四⼩学校体育館で、⼩中学⽣やその保護者、地域の⽅々が集まり、ふれあいコンサートが⾏われました。今年は、防犯と防災の両⾯から「深めよう、
絆︕広めようネットワーク‼」をテーマに、朝霞警察署の⽅の防犯講話、⼩学⽣の有志や志⽊第⼆中学校の吹奏楽部、また志⽊第⼆⼩学校と志⽊第四⼩学校の教職員による合唱や合奏などが⾏われ
ました。
 地域の⼦どもたちの安全・安⼼を地域で⾒守ることが、世代を超えて街⾓であいさつや声のかけあえる街づくりや地域の⽅々のネットワークづくりにつながり、⾃然災害時などの助け合い（共
助）にもつながっていってもらいたい、との願いを込めたコンサートでした。
   １２⽉に⼊り、少しずつ寒くなってきていますが、コンサート会場や、コンサート終了後に「志⽊第⼆⼩学校と志⽊第四⼩学校のおやじの会」の皆さんからふるまわれた、綿菓⼦やポップコーン
（無料）の周りでは、⼤勢の⽅々でにぎわっていました。
 ご準備してくださった、地域ＤＥ⼦ども⾒守り隊の皆様、また、ＰＴＡやおやじの会の皆様、そして、志⽊第⼆中学校の吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。

おやじの会による綿菓⼦等サービスの準備    

    

 第２回学校評議員会を⾏いました
 １２⽉６⽇（⽊）午後１時から、学校評議員会を⾏いました。給⾷の試⾷や２学期の学校
教育活動の報告、５校時の授業の参観などを⾏い、感想やご意⾒をいただきました。また、
来年度から志⽊市内のすべての⼩中学校で実施されるコミュニティースクール（学校運営協
議会）についての説明も⾏いました。

   

 ３⽇間の職業体験学習始まる
 １２⽉４⽇（⽕）から３⽇間、１年⽣の職業体験が始まりました。学校周辺の３７の事業
所にお世話になって、様々な職業の体験を⾏います。
 すぐ⾝近にあっても、体験してみないとわからないことがたくさんあります。その仕事な
らではの⼤変さややりがいなども、各事業所で働いていらっしゃる⽅々から教わることがで
きるチャンスです。
 今回、ご協⼒いただきました事業所の皆様、快くお引き受けいただき、ありがとうござい
ました。よろしくお願いします。 

  

        

    

 朝のあいさつ

 ３⽇（⽉）朝、PTAの皆さんが朝のあいさ
つ運動にご協⼒してくださっています。いつ
もありがとうございます。
 校内で 「おはようございます。」「あり
がとうございました。」「よろしくお願いし
ます。」気持ちの良い、元気なあいさつを交
わすことで、お互いに元気をもらっているよ
うに感じます。

  
 

 １２⽉の授業⾵景

 ３⽇（⽉）、期末テストが終わり、テスト
返しが始まりました。
 暖かい⽇差しの中、授業が⾏われていま
す。
今週は、⾬が降ったり、気温があまり上がら
ない⽇もあるそうです。２学期末に向けて、
体調管理に気を付けて過ごしましょう。    



    

若駒の丘ソテツのコモ巻きを⾏いました。

 １２⽉１⽇（⼟）午前９時から、PTAや若駒の⾥学校応援団の皆様、そして本校の⽣徒ボランティアの剣道部員の皆さんが協⼒して、本
校正⾨正⾯の「若駒の丘」に植えられたソテツにコモを巻きました。コモ巻きは、わらを編んだむしろでソテツの幹を包み、冬の寒さか
らソテツを守るものです。 ソテツは、１年に２〜４㎝くらいずつ幹が伸びていき、古⽊は５ｍほどになる⽊です。もともと沖縄や南⻄
諸島に⾃⽣している植物なので、冬の寒さに弱く、しっかりと防寒対策が必要になります。そこで、コモを毎年１２⽉初めから３⽉のは
じめころまで巻いておきます。（ 例年、３⽉の第１⼟曜⽇にコモ外しを⾏っています。） 
 ソテツの花⾔葉は、「雄々しい」。厳しい環境で、どっしりと太くたくましい姿で、強⾵に揺られるソテツの姿は、とてもたくましく
⾒えます。枝分かれせず、細い枝など全くない、中⼼の太い幹だけがすっくと伸びる形もとても⼒強い、そんな雄⼤なイメージから⽣ま
れたそうです。
 志⽊⼆中の若駒の丘に植えられた所以は、こんなところにもあったのかもしれませんね。

 

    

全校朝会を⾏いました

 １１⽉３０⽇（⽕）朝、体育館で全校朝会を⾏いました。各クラスの移動が速やかにできたので、⽣活委員会によるクラスの整列や⾝だしなみの点検も早めに終えて、朝会
も早めに始めることができました。
 まず、校⻑先⽣から、「明⽇から、１２⽉です。平成３０年度も残すところ４か⽉になります。この最後の４か⽉を、まとめの時として、これまでを振り返り、より良い終
わり⽅ができるようにしてもらいたい。３年⽣はより本格的に進路決定、受験本番の時期になります。つい、⾃分のことだけを考えてしまいがちですが、周りの⼈のことを考
えて⾏動したり、周りの⼈の良さに⽬を向けて切磋琢磨する、また、⾃分の励みとする⼼持ちであってもらいたいと思います。これは、３年⽣に限らず、１，2年⽣も含めた全
校⽣徒の皆さんにいえることです。また、最近の登校⾵景を⾒ていると、寒いためか、ポケットに⼿を⼊れていたり、背中が丸まっている⼈を⾒かけるようになりました。⾵
邪も引きやすいときです。体調管理に気を付けましょう。また、年末も近づき、通⾏する⼈も⾞もあわただしくなってきています。そんなとき、交通事故が起こりやすくなり
ます。気を付けましょう。」とお話がありました。そのあと、新⼈体育⼤会や美術展、志⽊市「創造展」、吹奏楽部などの表彰が⾏われました。

 ３０⽇の午後、さいたま市⺠会館おおみやで、埼⽟県中学校⾳楽会中央⼤会があり、２年２組の⽣徒が器楽演奏で出場しました。１０⽉の校内⾳楽祭での演奏から始まり、１
１⽉８⽇の市内⾳楽会、１６⽇の南部・南地区⼤会を経て、今⽇の中央⼤会出場になりました。１か⽉以上の間練習を重ねてきた２年２組の皆さん、⼤変お疲れさまでした。

 明⽇は、志⽊第⼆中学校の冬の⾵物詩、若駒の丘のソテツのコモ巻きの⽇です。今年も剣道部員の皆さんが若駒の⾥応援団やPTAの皆さんと⼀緒にコモを巻く予定で
す。   いよいよ冬の到来です。
   

    

朝のあいさつ運動と授業⾵景
 
 １１⽉２７⽇（⽕）、今朝もよく晴れ、朝の校⾨では、⽣徒会の役員や⽣活委員会、保護
者や教員が⽴ち、さわやかにあいさつ運動を⾏っています。
 ⽇中は暖かくなるものの、朝⼣は肌寒くなりました。マスクをつけて登校する⽣徒も⽬⽴
つようになりました。明⽇から、期末テストです。体調も整えて、しっかり受験してもらい
たいものです。

 体育の授業では、柔道や球技（野球）、ダンスなどを⾏っています。教室での授業とは違
って、体をのびのびと使って活動する⽣徒の姿がありました。
 わかこま学級では、ランプシェードを作っていました。
 教室前廊下には、「職業調べ」（第１学年）や「上級学校調べ」（第２学年）の作品が掲
⽰されています。来週１２⽉４〜６⽇に１年⽣が職場体験に、２年⽣が５⽇に上級学校訪問
に出かけます。

  

    



    

志木市内中学校特別支援学級合同マラソン大会

 １１月２６日（月）午前中に開催されました。場所は、志木中学校をスタート、ゴールと
する柳瀬川土手と浦和所沢線の間の農道を走る全長３．１㎞のコース。志木二中の４人は昨
年度より速いペースで皆完走しました。「みんな、よくがんばったよ！」

年が明けて「太陽展」でまた会うことを約束して、他の学校の仲間と別れました。おつかれ
さまでした。   

  

⽣徒会役員認証式

 １１⽉２１⽇（⽔）朝、⽣徒集会を⾏いました。 最初に、１６⽇（⾦）の⽣徒会役員選
挙で選出された新役員（⽣徒会⻑、副会⻑２名、書記２名、会計２名）に、校⻑先⽣から認
証状が渡され、旧本部役員（第４６代）との引き継ぎ式を⾏いました。
 第４６代の役員の皆さん、志⽊⼆中⽣が盛り上がるように、これまで⽣徒会活動の中⼼と
なって、様々な活動に爽やかに取り組んでくれました。お疲れさまでした。
 第４７代の⽣徒会役員の皆さん、志⽊第⼆中学校の良き伝統を引き継ぎながら、新しい⾵
を吹き込み、より良い⽣徒会をつくっていきましょう。   

    

 1，2年⽣のホンデリング

１１⽉２０⽇（⽕）、  今年度５回⽬のホンデリングがありました。読んでくださる⽅の声が流れる静かな教室の中、⽣徒たちが聞き⼊っ
ていました。
寒くなってきたこの頃ですが、⼼がほんわかするような時間になりました。ホンデリング・ボランティアの皆さん、ありがとうございま
した。

 

    

    

朝の落ち葉掃き掃除

 １１⽉１９⽇（⽉）、今⽇も気持ちの良い朝を迎えました。  先週、北海道にも初雪の知らせがあり、ずいぶん気温が下がってきている
朝ですが、朝早くからボランティア⽣徒の皆さんが校⾨周辺の掃き掃除を進めてくれています。
⼟曜、⽇曜⽇の間にかなりの量の落ち葉が散っていましたが、きれいにしてくれました。いつもありがとう。

 今⽇も午後には、３年⽣の三者⾯談、１，２年⽣の⼆者⾯談が⾏われました。

 来週の２８⽇・２９⽇には、期末テストがありますので、２１⽇（⽔）からは、テスト前期間のため、部活動も停⽌になります。体調
管理に気をつけてテストに臨んでほしいと思います。 

 

    



    

    

  朝のあいさつ運動と落ち葉清掃 

 今週は晴れた気持ちの良い⽇が続きました。校⾨周辺の⽊々が⾊づき、落ち葉も多くなってきました。朝早くから、ボランティア⽣徒
の皆さんが交代で掃き掃除をしてくれ、始業前に校⾨前はきれいになっています。
 保護者の皆様にもご協⼒いただき、朝のあいさつ運動も毎朝続けられています。ありがとうございます。

 １５⽇（⽊）の放課後には、パンジーの苗の植え付け作業が、ボランティア⽣徒と環境安全委員会の皆さんで⾏われました。まだ少
し、作業が残っているそうですが、とてもきれいな花が昇降⼝を飾ってくれることでしょう。

 だんだん朝の空気も冷たくなり、体調管理が⼤切な季節です。⾵邪ひきに気をつけて、うがいや⼿洗いをおこない、元気に過ごしまし
ょう。

 

    

    

    

    

    

 

 
  １６⽇の午後には、３年⽣は三者⾯談、
  １，２年⽣は⼆者⾯談を⾏いました。
  ⾯談期間は、１１⽉２２⽇（⾦）まであ
ります。

  その次の週には２８⽇・２９⽇に
  期末テストがあります。
  ⾯談期間中の午後を有意義に過ごしまし
ょう。

  

    



吹奏楽部、全⽇本アンサンブルコンテスト⻄関東⽀部予選埼⽟県⼤会に出場、⽊管打楽器８重奏で銀賞

 １１⽉１３⽇（⽕）、吹奏楽部が、埼⽟県アンサンブルコンテストの、中学校部⾨ ⻄部地区⼤会に、⾦管５重奏と⽊管打楽器８重奏
で出場し、⽊管打楽器８重奏が銀賞を受賞しました。吹奏楽部の皆さん、おめでとうございます。また、楽器の運搬など、お世話してく
ださった保護者の皆様、ご協⼒ありがとうございました。
 吹奏楽部のさらなる活躍を、期待しています。
  

 

１１⽉１０⽇（⼟）〜１１⽇（⽇）、志⽊市創造展が開催されました

  志⽊駅前のマルイ８階のふれあいプラザで、志⽊市⽴⼩中学校の児童⽣徒が制作した図⼯・美術の作品や理科のレポー作品が展⽰され
ました。
⼩・中学⽣の、⾊彩豊かな、⽣き⽣きとした、個性的な作品がたくさん展⽰されました。⾒ているだけで、⼦どもたちの元気さを感じ取
れるような作品ばかりでした。
  

 

理科レポートの展⽰も

 １１⽉９⽇（⾦）、⽣徒会役員選挙が⾏われました。

 ６時間⽬、⽣徒会⻑をはじめとする⽴候補者が志⽊第⼆中学校⽣徒会への熱い思いを訴え、全⽴候補者が信任されました。当選された
新⽣徒会役員の皆さん、おめでとうございます。これからの志⽊第⼆中学校の⽣徒会活動の中⼼となって、活躍されることを期待してい
ます。  
 そして、これまでの⽣徒会役員の皆さん、これまで⽣徒会活動の中⼼となってよく活躍してくれました。ご苦労様でした。

 

  １１⽉９⽇（⾦）、学校朝会がありました。

 朝、体育館で、学校朝会を⾏いました。まず、校⻑先⽣から、「新⼈体育⼤会朝霞地区予
選会をはじめ、多くの部活動などで素晴らしい成績を収めたこと、また、１０⽉の校内⾳楽
祭ではどのクラスも まとまりのある、素晴らしい合唱や器楽合奏を⾏い、昨⽇（８⽇）の
市内⾳楽会でも各学年の⾦賞クラスの合唱と器楽合奏の発表が素晴らしかったこと、そし
て、これらは、⽣徒⼀⼈⼀⼈が全⼒を出して臨むことの⼤切さとともに、仲間みんなの協⼒
があってこそ達成できる素晴らしさであること、また、仲間を思いやり、認め合い、互いに
⼤切に思いあう関係をつくっていくことの⼤切さ」についてお話がありました。そのあと、
これらの表彰がありました。
 最後に、⽣徒会安全美化委員会から、「乾いた⼼に⼀輪の花を。」と、パンジーの花苗の
植え付け作業の協⼒者（ボランティア）の呼びかけがありました。１１⽉１５⽇放課後に作
業を⾏います。多くのボランティアが集まるといいですね。…卒業式に向けて、花いっぱい
活動の始まりです。  

 また、９⽇には上尾市にある県⽴武道館で新⼈体育⼤会剣道の部が⾏われ、男⼦部員２名
と⼥⼦部員１名が参加しました。

 
 
今はコスモスがきれいに咲いています

 

   

    

 志⽊市⾳楽会の開催

 １１⽉８⽇（⽊）、志⽊市⼩中学校⾳楽会が志⽊市⺠会館で⾏われました。午前中に⼩学校の部が⾏われ、中学校の部は午後⾏われました。  本校からは、先⽉の校内⾳楽会
で⾦賞を受賞したクラスと器楽発表の２年２組が出場しました。まず、２年２組が器楽で「カッチーニのアヴェマリア」の演奏、１年３組が混声三部合唱「⼤地かけぬけて」
を、２年４組が混声四部合唱「初⼼のうた」、３年３組が混声三部合唱「カナカナ」を発表しました。どのクラスの合唱も素晴らしいものでした。 



    

    

  新⼈体育⼤会（県⼤会）始まる

 １１⽉６⽇（⽕）から、本校ではバドミントン男⼥、卓球男⼥、男⼦ソフトテニス、⼥⼦ソフトテニス、剣道等の新⼈体
育⼤会（県⼤会）に出場しました。
 主な結果として、バドミントン⼥⼦団体が県⼤会で４位、卓球男⼦団体が３位、男⼦ソフトテニスのペアがベスト３２、
バドミントン⼥⼦個⼈シングルスでベスト８になりました。また、先⽉末にあった体操の部 男⼦鉄棒種⽬で、本校男⼦⽣
徒が３位になりました。
 県⼤会に出場された⽣徒の皆さん、また、上位⼊賞ができた皆さん、おめでとうございます。これからも頑張って、ます
ます活躍されることを期待しています。
応援してくださった皆様、ありがとうございました。
  

 

  
 

 

 ３年⽣ 最後のホンデリング

 １１⽉６⽇（⽕）朝、静かに語りかける声が３年⽣の教室から聞こえてきまし
た。
⼊学してから年６回ずつ⾏われてきたホンデリングでしたが、３年⽣にとっては
今回が最後となりました。今回読んでいただいたものは、卒業まであと5か⽉を
切った３年⽣に向けたメッセージにあふれたものばかりでした。ありがとうござ
いました。

  

   

 

  志⽊市⽴⼩中学校 ⼀⻫授業研究会

１１⽉２⽇（⾦）午後、志⽊市⽴⼩・中学校で、⼀⻫授業研究会が開かれ、先⽣
⽅は、教科ごとに分かれて、研究発表会場の⼩中学校へ⾏き、それぞれ各教科の
授業を⾒せていただき、、研修を⾏いました。
 本校では、保健体育の研究授業を⾏いました。 市内から多くの先⽣⽅がいらっ
しゃり、３年⽣の授業を参観しました。
よく晴れたすがすがしい晴天のもと、⽣徒たちは体をのびのびと動かしていまし
た。

  

 



   

朝のあいさつ運動と落ち葉掃き

 １０⽉３１⽇（⽔）朝、正⾨の近くで、落ち葉掃きが始まりました。これは、毎週⽔曜⽇
にゴミ拾いやあいさつ運動を⾏っている、サッカー部員たちが落ち葉掃きを始めてくれてい
る姿でした。
 そこに、今⽇から始まる「清掃週間」の取組で、⽣徒会環境安全委員会のメンバーが、落
ち葉掃きを始めました。おかげで、ずいぶんきれいになりました。
 そのあと、⽣徒会役員選挙に⽴候補した候補者やその応援の⽣徒、そしてPTAの皆さんが
中⼼になり、朝のあいさつ運動が⾏われました。気持ちの良い元気な挨拶が聞こえてきまし
た。 

  

    

学校公開週間始まる

 １０⽉３０⽇（⽕）から１１⽉２⽇（⾦）
昼まで、本校の学校公開週間として授業を公
開しています。今⽇は、志⽊第⼆⼩学校と志
⽊第四⼩学校の６年⽣が、１年⽣の授業を中
⼼に授業の⾒学に来ました。
 また、⼩学⽣の保護者の⽅々もいらっしゃ
いました。 

     

 １年⽣のホンデリング
 〜今年は「ホッと⼀息、本で⼀息」〜
 読書週間中の１０⽉３０⽇（⽕）朝、１年
⽣の教室でホンデリングがありました。⽣徒
たちは静かに聞き⼊っていました。図書室に
⾏けば、続きが楽しめる本もあります。これ
をきっかけに読書に親しんでもらいたいもの
です。今、図書室では、「本ｄｅくじ」の企
画も⾏っています。

     

⾳楽祭 開催
 １０⽉２７⽇（⼟）午前９時から、本校体育館で実施しました。昨夜から⼩⾬が降っていた、あいにくの天気でしたが、徐々に回復し、すがすがしい秋晴れの⽇になりました。⾜元の悪い中、朝
早くから、３７０名を超える、保護者や地域の⽅々がお越しくださり、⽣徒の歌声を披露することができました。ありがとうございました。
 ⾳楽祭では、１年⽣、２年⽣、３年⽣の合唱（課題曲と⾃由曲）、２年２組の器楽演奏、３年⽣の全員合唱、吹奏楽部の東⽇本学校吹奏楽⼤会中学校Bの部銀賞受賞曲の発表を⾏いました。どのク
ラスも、これまでの練習の成果をしっかり出して歌いました。
 指導していただいた先⽣⽅からは、「歌詞の内容がしっかり伝わるように表現して歌おう」、「合唱するときは、まず⼀⼈⼀⼈が⾃分の持ち味を遠慮せず出すことを⼤切に。それをもとに美しい
ハーモニーを作り出そう」と教えていただきました。
 各学年の⾦賞クラスと器楽演奏をする２年２組は、１１⽉８⽇の市内⾳楽祭に出場します。学校代表として頑張ってください。 

    

   

    



    

⼩中⼀貫教育ふれあい合唱会（志⽊第⼆
⼩学校にて）
１０⽉２６⽇（⾦）朝、志⽊第⼆⼩学校の体
育館で、３年１，２組⽣徒が合唱を披露しま
した。
３年⽣にとっては、明⽇の⾳楽祭で歌う⾃由
曲を歌いました。  １組は「名づけられた
葉」、２組は「夏」です。
３年⽣にとって、多くの⼩学⽣に聞いてもら
い、緊張したことでしょう。本番を前に素敵
なハーモニーを⼩学⽣に届けられたことと思
います。

 

 

 市政功労賞の授賞式
１０⽉２４⽇（⽔）午後５時に志⽊市役所に
て、⾹川市⻑から２つの部活と２⼈の⽣徒が
表彰されました。 
 部活動は、学校総合体育⼤会の関東⼤会に
出場した⼥⼦バドミントン部と、東⽇本学校
吹奏楽⼤会で銀賞を受賞した吹奏楽部です。
また、２⼈の個⼈は、学校総合体育⼤会の全
国⼤会（⽔泳の部）に出場した⽣徒と、卓球
の埼⽟県予選⼤会で優勝し１１⽉に仙台市で
開催される全国⼤会に出場する予定の⽣徒で
す。
 これからの活躍が楽しみです。これから
も、応援をよろしくお願いします。

     

 ⼩中⼀貫教育 ふれあい合唱会（志⽊
第四⼩学校にて）
 １０⽉２４⽇（⽔）朝、志⽊第四⼩学校の
体育館で、３年３，４組が２７⽇の⾳楽祭で
発表する⾃由曲を歌いました。３組の⾃由曲
は「カナカナ」４組は「花をさがす少⼥」で
す。
 ⼩学⽣の皆さんには、中学⽣の合唱が新鮮
に映ったでしょうか。

  

 

朝霞地区中学校駅伝競⾛⼤会開催

 １０⽉２３⽇（⽕）、 新座市総合運動公園
で、午前９時から⾏われました。
 朝からあいにくの曇り空、途中⼩⾬も降
り、肌寒い天気になってしまいました。
 開会式の後、まず、⼥⼦が午前９時５０分
から、そのあと、男⼦が１１時００分から発
⾛しました。
 朝霞地区内の中学校１９校が参加し、上位
⼊賞はできませんでしたが、これまでの練習
の成果を発揮すべく、どの選⼿も頑張りまし
た。

   

   

 志⽊市内⼩学校陸上⼤会の開催

 １０⽉１８⽇（⽊）、秋晴れの下、志⽊第
⼆⼩学校校庭で、市内８つの⼩学校の６年⽣
が集まって⾏われました。
 いつも元気な児童の声が聞こえてくる志⽊
第⼆⼩学校ですが、保護者の参観もあり、さ
らに⼤きな歓声が聞こえてきました。

       

２，３年⽣のホンデリング 
 １０⽉１６⽇（⽕）朝、ホンデリングが⾏
われました。今回は、秋の深まりにあわせ
て、⼼にしみる図書を選んでくださり、「拝
啓⼗五の君へ」「よろこびの歌」「⽺と鋼の
森」「『また必ず会おう』と誰もが⾔っ
た。」、「くちびるに歌を」「銀河鉄道の
夜」「⽚想いさん」「研究室に⾏ってみた」    



が紹介されました。ありがとうございまし
た。
 ホンデリングは年６回（３年⽣は５回）で
す。
３年⽣にとってのホンデリングは次回１１⽉
６⽇（⽕）が最後になります。

１年⽣の朝読書の様⼦

     

 部活動公開
 １０⽉１５⽇（⽉）から１９⽇（⾦）の放課後の部活動を公開しています。
初⽇の１５⽇（⽉）には、本校の体育館や校庭、⾳楽室やPC室、美術室などで活動してい
る様⼦を、市内の⼩学校６年⽣やその保護者の⽅々が⾒学、参観に来られました。（もちろ
ん、本校の保護者や地域の⽅にも公開しています。）
 志⽊第⼆⼩学校や志⽊第四⼩学校の体育館をお借りして活動する⽇もあります。
ぜひご覧ください。公開時間は、午後４時３０分〜５時１０分です。
 また、お帰りになる前に感想⽤紙の提出のご協⼒をお願いしております。よろしくお願い
します。   

    

 祝 吹奏楽部、東⽇本学校吹奏楽⼤会で銀賞受賞
 １０⽉１３⽇（⼟）、仙台市の仙台銀⾏ホールで東⽇本学校吹奏楽⼤会が開催され、本校
吹奏楽部は午前中に⾏われた前半の部に出場しました。
１３︓１５から前半の部の表彰式が⾏われ、出場した１５校の中学校のうち、⾦賞６校、銀
賞５校、銅賞４校で、志⽊第⼆中学校は銀賞でした。とても良い演奏だったそうです。
吹奏楽部の皆さん、お疲れさまでした。また、応援してくださった皆様、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。

PTA除草作業 を⾏いました。 
詳細は、「PTA活動」をご覧ください。

  

地域で⼦供⾒守り隊 第１回役員会議が⾏われました
 １０⽉１２⽇（⾦）午前１０時から、平成３０年度第１回の役員会議が開かれました。会議には志⽊第⼆⼩学校と志⽊第四⼩学校、志⽊第⼆中学校のPTA役員の皆様と、志⽊第⼆中学区の町内会
⻑や保育園園⻑、市⺠団体「レッツラブしき」やNPO法⼈クラブしっきーずの皆様、また、⺠⽣委員の皆様がご参加くださいました。
 議事内容は、今年度の事業計画について、ふれあいコンサート（１２⽉８⽇（⼟）午前１０時〜、志⽊第四⼩学校の体育館にて実施予定）について、意⾒交換などでした。
 今年度のふれあいコンサートでは、地域の⼦どもや⼤⼈、様々な世代の⽅々が交流を深め、地域ぐるみで⼦どもたちを⾒守る安全安⼼な志⽊⼆中学校区づくりを⽬指し、地域の防犯や防災につい
ての取組を企画してくださっています。コンサートには、⼩学⽣や本校吹奏楽部が出演する予定です。
 また、市内の情報として、９⽉初めに志⽊中学校区で⾏われたレスキューアクティビティの取組、また最近志⽊市内で⾼齢者への架空請求詐欺が増加していること等の情報交換もありました。 
また、１０⽉初めに台⾵24号のため、本校のプールのフェンスが被害にあったことに対しても質問がありました。これにつきましては、すでに志⽊市教育委員会に報告し、建築業者に修繕⾒積をと
ってもらっている最中であること、学校としては付近を⽴ち⼊り禁⽌にするとともに⾒回りをして変化があれば現状を教育委員会に連絡していることをお答えしました。、また、これ以外の被害と
して、台⾵の強⾵のため倒れかけたポプラと桜の2本の⽊については３⽇（⽔）〜５⽇（⾦）に対応（根元から伐る）してもらったこともお伝えしました。
   

中間テスト２⽇⽬ 学校保健委員会の開催

 １０⽉１１⽇（⽊）午前中、３教科のテストがありました。どの時間も、⽣徒たちはしっ
かりテストに取り組んでいました。
 また、１０時からPTA保健体育委員会との共催で「学校保健委員会」を⾏いました。
 まず、ASHAREによるアロマソープを作りながら、乳がんについてのお話を聞きました。
アロマソープの⼼地よい⾹りに包まれながらの乳がん予防講習会になりました。
 次に、紫苑婦⼈科クリニック院⻑今井⽒による講演「思春期から更年期の⼥性ホルモンバ   



ランス」がありました。今井⽒からは、中学⽣の頃は、ホルモンバランスが安定していない
時期なので、⼦供が体の不調に悩んでいるときに、親としてどのような対応が適切か、様々
なケースの紹介とともにお話しいただきました。
 最後に、⽣徒会の体育委員会と保健委員会、給⾷委員会から、志⽊⼆中⽣の体⼒や、志⽊
⼆中⽣の男⼥共同参画への意識調査結果について、また、⾷事バランスガイドについての発
表を⾏いました。 

    

中間テスト１⽇⽬

 ２学期が始まって約1か⽉半でのテストですが、学習が進み、テスト範囲も広くなっています。夜遅くまで勉強していた⽣徒も、テスト
前１週間の部活動停⽌期間をうまく使って勉強した⽣徒もいるようです。また、部活動のない放課後、教室で教科の先⽣に質問をして勉
強する⽣徒もいました
 朝、校⾨を通る⽣徒の皆さんを、PTA保護者の皆さんや隣の⼩学校の児童たちが、あいさつ運動に⽴ち、元気な「おはようございます」
の声で⾒送ってくれていました。  
テストはどうだったかな。 

 
 

 全校朝会
 １０⽉９⽇（⽕）朝、全校朝会を⾏いました。校⻑先⽣のお話と新⼈体育⼤会朝霞地区予
選会等の表彰がありました。
 校⻑先⽣からは、先週開催された新⼈体育⼤会朝霞地区予選会の結果が⼤変素晴らしかっ
た、これは選⼿たちの頑張りはもちろんであるが、仲間や家族の皆さんの応援のおかげもあ
り、また、３年⽣たち先輩がしっかり部活動に取り組んできてくれ、良き伝統が引き継がれ
てきたおかげでもあるだろう。今⽇表彰される多くの選⼿の皆さんは今度県⼤会に出場す
る、そこでもぜひ活躍してもらいたい。また、明⽇からの中間テストには気持ちを切り替え
て全⼒で取り組んでもらいたい。とお話がありました。   

    

３年進路保護者説明会
 １０⽉５⽇（⾦）午後、３年⽣徒と保護者
合同の進路説明会を⾏いました。
 ３年⽣は、卒業までのあと半年の間に、⾼
校受験などの進路選択を⾏っていきます。 
 そこで、⾃分はどのような将来を思い描い
ているのか、今⼀度原点を⾒つめるととも
に、県公⽴・私⽴⾼校を受験するにあたって
のシステムや流れ、⼿続きについてよく理解
することが⼤切と説明や諸注意などがありま
した。
 1，2年⽣のご家庭でも、これを機会にご家
族で話しをしてもらえればと思います。
 

   

朝のあいさつ運動
 １０⽉３⽇（⽔）から中間テスト１週間前
になり、部活動停⽌期間に⼊りました。
 いつもこのテストまでの期間を、⽣徒会⽣
活委員会の⽣徒や教職員、PTA保護者の皆さ
んが校⾨前に⽴ち、あいさつをしています。
隣の⼩学校（志⽊第⼆⼩学校と志⽊第四⼩学
校）の校⾨前でも⽣徒が登校する⼩学⽣とあ
いさつを交わしました。
 また、⼩学⽣も中学校の校⾨前で⼀緒にあ
いさつ運動に参加してくれました。

   

    



    

 新⼈体育⼤会朝霞地区予選会（予備⽇）

１０⽉３⽇（⽔）は、野球部と男⼥ソフトテニス部が⼤会に参加しています。
野球部は、１１時からの準決勝戦で朝霞第⼀中学校と対戦し、延⻑サドンデスで２－３にな
り、惜敗。接戦でした。
男⼦ソフトテニス部も惜敗、県⼤会出場にはなりませんでした。
⼥⼦ソフトテニス部も予選リーグで惜敗でした。
選⼿や応援⽣徒の皆さん、お疲れさまでした。また、応援してくださった保護者の皆様、あ
りがとうございました。今後とも応援よろしくお願いします。 

  

    

新⼈体育⼤会朝霞地区予選会（３⽇⽬）

 １０⽉２⽇（⽕）は、卓球部、剣道部、バドミントン部、野球部、男⼥ソフトテニス部が⼤会に参加しました。今⽇もよく晴れ、秋らしい爽やかな天気の中、⽣徒たちは各会場で試合に臨みまし
た。
 野球部は、２－０で勝ち、ベスト４⼊りしました。明⽇の準決勝戦は、朝霞市営球場で、第２試合（１１時開始）です。
 男⼦ソフトテニス部は、団体の部で予選リーグを全勝し、ベスト８⼊りしました。その後、決勝トーナメント戦で勝ち、ベスト４⼊りしました。明⽇は、４校が決勝リーグで戦います。
 ⼥⼦ソフトテニス部は、本⽇が１⽇⽬で、２⽇〜４⽇（⽊）の3⽇間、試合を⾏います。今⽇は個⼈トーナメント戦を⾏い、２位、３位の⼊賞、県⼤会出場を決めました。おめでとうございます。
 剣道部は、個⼈の部で男⼦２位、９位に、⼥⼦３位に⼊賞しました。この３名が県⼤会に出場します。おめでとうございます。
 バドミントン部は、個⼈シングルスの部で、⼥⼦１位、２位、３位に、男⼦１位に⼊賞しました。この４名が県⼤会に出場します。おめでとうございます。
 卓球部は、団体の部で男⼦２位、個⼈シングルスの部で男⼦１位、５位に⼊賞し、⼥⼦は、個⼈ダブルスの部で２位、個⼈シングルスの部で５位に⼊賞しました。県⼤会出場です。おめでとうご
ざいます。
 ⼤会⽇程３⽇⽬まで、多くの選⼿たちの、よい報告を聞くことができ、うれしく思います。まだ、明⽇も⼤会が続く部もあります。頑張ってください。保護者の皆様、応援よろしくお願いしま
す。
   

新⼈体育⼤会朝霞地区予選会（２⽇⽬）

 10⽉1⽇（⽉）は、台⾵２４号が通り過ぎ、暑いくらいの⼀⽇になりました。多くの部は⼤会２⽇⽬の予定でしたが、１⽇⽬の進⾏が遅れたため、１⽇⽬の続きから実施している会場もありまし
た。
 選⼿や応援の⽣徒は元気に⼤会を迎えることができました。
   今⽇は、卓球部、剣道部、バドミントン部、野球部、サッカー部、⼥⼦バスケットボール部、男⼥ソフトテニス部が参加しました。どの部の選⼿もこれまでの練習で積み重ねてきた実⼒を発揮し
てもらいたいと思います。応援よろしくおねがいします。
 サッカー部は、２－２でPK戦の末、惜敗でした。最後の最後まで勝敗の⾏⽅が分からない、⼤変惜しい試合でした。
 野球部は、５－０で勝ちました。投⼿のピッチングの良さが光ったようです。
 男⼦ソフトテニス部は、個⼈の部で、２位⼊賞しました。県⼤に出場します。おめでとうございます。
 バドミントン部は、⼥⼦個⼈ダブルスの部で１位、２位に⼊賞、男⼦は２位に⼊賞しました。この３ペアは県⼤会に出場します。おめでとうございます。
 勝敗に関係なく、どの部もどの選⼿も⼀⽣懸命に試合に臨んでいました。また、多くの保護者の皆様から応援をいただきました。ありがとうございました。
  

３年⽣ ⻭科保健指導教室 
 １０⽉１⽇（⽉）の１，２時間⽬に、⻭科衛
⽣⼠の⽅にお越しいただいて、テーマ「噛む
機能について学ぼう」として、咀嚼ガムを使
って、噛むことの効果や噛む機能について教
えてもらい、⻭の磨き残しがないか、プラー
クの染めだしで点検を⾏いました。
 ⻭科衛⽣⼠の⽅々から「上⼿に磨けている
⽣徒が多い。」「⻭は⼀⽣使うものだから、
これからも上⼿にケアをしていってもらいた
い。」とお話がありました。
 １，２年⽣にも、２学期後半から３学期に
⾏います。

  
 

⼩中⼀貫教育「ふれあい会」

 １０⽉１⽇（⽉）午後、本校体育館で、志
⽊第⼆⼩学校と志⽊第四⼩学校の６年⽣（お
よそ１６０⼈）を招いて、 吹奏楽部の演奏と
⽣徒会役員による学校紹介を⾏いました。
 吹奏楽部が先⽇の⻄関東吹奏楽コンクール
で⾦賞の受賞曲も含め歓迎の演奏を、⽣徒会
からは、「志⽊第⼆中の○×クイズ」など楽
しく中学校⽣活について紹介をしました。
 最後の質問コーナーでは、「修学旅⾏の⾏
き先はどこですか。」「⼩学校と中学校、ど

  
 

〇×クイズ



ちらのほうが楽しいですか。」などの質問が
でて、⽣徒会役員が答えていました。

 今後、部活動公開が１０⽉１５⽇（⽉）〜
１９⽇（⾦）の１６︓２０ころ〜１７︓００
ころに、⾳楽祭（志⽊第⼆中の合唱をメイン
とした公開） が１０⽉２７⽇（⼟）の午前中
にあり、公開しています。ぜひ、参観しても
らって中学校をよく知ってもらう機会として
もらえたらよいと思っております。6年⽣の
保護者の皆様もぜひお越しください。

   
質問コーナー

新⼈体育⼤会朝霞地区予選会（卓球、バ
レーボールの部、１⽇⽬） 
  
 ９⽉３０⽇（⽇）は、卓球とバレーボール
の初⽇でした。
 ⼤型台⾵２４号が午後から関東地⽅に最接
近するという天気予報があり、⼤会を⾏った
ものの、⽣徒の安全を考慮して予定より早め
に切り上げる会場もありました。
 男⼦卓球部が団体の部で予選リーグの後、
ベスト８⼊りしました。

   

新⼈体育⼤会朝霞地区予選会（1⽇⽬）  
 
 ９⽉２９⽇（⼟） 、台⾵２４号の接近に伴い、⾬天続きの1週間でしたが、２９⽇も⾬になり、サッカー部と野球部、⼥⼦ソフトテニス部の試合は、延期になりました。
サッカー部と野球部は、１０⽉１⽇（⽉）に、⼥⼦ソフトテニス部は、１０⽉２⽇（⽕）になりました。  男⼦ソフトテニス部、男⼥バスケットボール部、剣道部は実施されました。

２年社会福祉体験学習会 

 ９⽉２７⽇（⽊） ５，６時間⽬、先週に引き続き、アイマスク体験と点字体験を２クラスずつ⾏いました。今回も、志⽊市社会福祉
協議会の⽅や点字ボランティアの皆さん、そして保護者の皆さんにご協⼒いただきました。ありがとうございました。アイマスク体験で
は、ちょっとした段差のある通路を安全に誘導することや、いすに着席させたり、⽴ち上がって安全に歩⾏できるようにコミュニケーシ
ョンをとることが難しそうでした。
 また、点字体験では、点字の⽂章を⼀⽣懸命に読み取ろうと取り組んでいる⽣徒が多くみられました。
 この体験をこれからの社会⽣活やボランティアなどで⽣かしてもらいたいと思います。 

 

       

新⼈体育⼤会朝霞地区予選会 壮⾏会

 ９⽉２６⽇（⽔）⽣徒集会で、９⽉２９⽇
（⼟）から始まる、新⼈体育⼤会朝霞地区予
選に出場する⽣徒の皆さんを激励する会（壮
⾏会）が開かれました。今年度は、吹奏楽部
も１０⽉１３⽇（⼟）にある「東⽇本学校吹
奏楽⼤会」に出場するので、同時に吹奏楽部
も激励されることになりました。各部の部⻑
から、⼤会にかける意気込みや⽬標などにつ
いて、堂々とした態度で語り、全校⽣徒から
は「若駒讃歌」の歌を送りました。
 台⾵接近のため⽇程変更等が⼼配されます
が、⼤会当⽇には、これまでの⾃分やなかま
の努⼒を信じ、正々堂々と戦ってきてもらい
たいと思います。皆さんの頑張りに期待して
います。

   

道徳の授業を公開して研修会が⾏われま
した

 ９⽉２１⽇（⾦）午後、近隣の地区の若い
先⽣⽅が多数来校されて、研修会が⾏われま
した。1年⽣の道徳の授業を公開して授業研
究を⾏いました。

   

２年社会福祉体験学習

 ９⽉２０⽇（⽊）５，６時間⽬、総合的な学習の時間の授業で、アイマスク体験と点字体験を⾏いました。２０⽇と２７⽇の２週に渡
って、両⽅の体験を⾏います。
 実習体験中の助⾔や安全確保のため、志⽊市社会福祉協議会の⽅や点字ボランティア活動の皆さん、そして保護者ボランティアの⽅々
が協⼒してくださいました。
 アイマスク体験では、アイマスクをつけて校舎の廊下や階段を歩いたり、アイマスクをしている⼈を安全に誘導できる体験をしまし

 



た。
 点字体験では、点字について学んだあと、点字の⽂章を読み取ったり、点字で⽂章を打ったりしました。 

    

志⽊市中学校英語学習発表会

 ９⽉１９⽇（⽔）、志⽊市総合福祉センターで⾏われた英語学習発表会に本校から6名の
⽣徒が出場し、暗唱の部で1年⽣が2位に⼊賞しました。例年以上にレベルの⾼い発表会にな
ったそうで、残念ながら、朝霞地区予選会に出場する⽣徒はおりませんが、⽣徒たちはこれ
までの練習を振り返り、全⼒を尽くした充実感を感じたり、他校の⽣徒の発表の良いところ
を⾒ることが勉強になったそうです。 また次の機会に健闘されることを期待しています。
  

  

  

                  

３年ホンデリング

 ９⽉１８⽇（⽕） 、2学期はじめてのホンデリングが⾏われました。
 ホンデリング本番前には、いつも練習を⾏ってくださる姿があります。今回も、先週のう
ちに、本校の図書室で、時間内に読み切れるように、また、情感を込めた読み聞かせになる
ようにと、国語科の教員と⼀緒に練習してくださっていました。ありがとうございました。

 ホンデリングのボランティアの皆さん、２学期もよろしくお願いします。
  

 

祝 吹奏楽部 ⻄関東吹奏楽コンクール
          中学校Bの部 ⾦賞
祝  東⽇本学校吹奏楽⼤会 出場決定

 ９⽉１５⽇（⼟）、群⾺県前橋市で⾏われ
た⻄関東吹奏楽コンクールで中学校Bの部で
⾦賞を受賞し、１０⽉１３⽇(⼟)仙台市で開
催される東⽇本学校吹奏楽⼤会に出場するこ
とになりました。おめでとうございます。
また、応援してくださった皆様、ありがとう
ございました。今後とも応援よろしくお願い
します。

   

９⽉１２⽇（⽔）PTA朝のあいさつ運動 朝の美化活動 ⽣徒朝会

 ２学期に⼊ってから毎朝、PTAによる朝のあいさつ運動が⾏われています。今は２年⽣の
保護者の皆さんがお忙しい中、協⼒してくださっています。ありがとうございます。さわや
かなあいさつが⼼地よいものにしてくれます。９⽉３⽇から始まった教育実習の４⼈の実習
⽣も参加しています。
 また、サッカー部の⽣徒たちが、朝のあいさつ運動と学校周辺のゴミ拾いを⾏っていまし
た。いつも通勤途中や地域の⽅々と爽やかなあいさつをしながら、きれいにしてくれて、あ
りがとう。
 2学期初めての⽣徒朝会がありました。⽣徒会活動に⼤きく協⼒したクラスの表彰や、夏
休み中の⼤会の表彰、教育実習⽣の紹介がありました。

  

    

    



⼟曜学校公開⽇・ふれあい講演会、ＰＴＡリサイクルバザー
 ９⽉８⽇（⼟）、１〜５時間授業を公開しました。家族連れで参観してくださる保護者が
多く、授業だけでなく、廊下に掲⽰・展⽰された作品等もじっくり⾒てくださっていまし
た。
 ３，４時間⽬は、「ふれあい講演会」を⾏いました。本校の保護者の⽅々がご⾃⾝の仕事
の紹介ややりがい、⼤切にしていること等をお話ししてくださり、⽣徒達は今まで知らなか
った職業にも興味を持ち、「未来」の⾃分のために中学⽣の「今」、何を⼤切にしようか、
と思いが広がったようです。ぜひ今⽇の参観を、ご家庭での話題にしていただけたらと思い
ます。
 またＰＴＡの「リサイクルバザー」も、午後ＰＴＡ会議室で⾏われ、多くの⽅が訪れまし
た。ご協⼒、ありがとうございました。 

  

         

    

    

    

   お礼の⾔葉 

志⽊第⼆⼩学校での⾳楽の授業⾵景
   〜⼩中⼀貫教育の取組から〜

 ９⽉４⽇（⽕）１，２時間⽬、志⽊第⼆⼩
学校の４年⽣の⾳楽の授業に、本校の⾳楽の
教員も⼊って、２学期初めての授業を⾏いま
した。⾳楽の教員が出向いての授業は今年３
年⽬で、志⽊第⼆⼩学校と志⽊第四⼩学校の
４年⽣の授業で⼩学校の教員とともに指導を
しています。
 今⽇は、市内⾳楽祭での課題曲の練習を⾏
いました。練習するうちに、どんどん声が⼤
きくなって、歌声から⼦供たちの⼀⽣懸命さ
が伝わってきました。

   

１，２年 ホンデリング（本の読み聞か
せ）

９⽉４⽇（⽕）朝、８⼈のボランティアの⽅
によるホンデリングがありました。⽣徒たち
は、静かにお話に聞き⼊っていました。３年
⽣のホンデリングは９⽉１８⽇（⽕）です。
 また、今年度１０年⽬を迎えるホンデリン
グの活動についての紹介コーナーを１階⽊⼯
室前廊下に設けました。学校にお越しの際に
はご覧ください。

   



    

 
   

 地域ＤＥ⼦ども⾒守り隊 
 教育実習⽣も⼀緒に朝のあいさつ運動
 ９⽉３⽇（⽉）朝、２学期初めの朝のあい
さつ運動を⾏いました。あいにくの⾬になり
ましたが、今⽇から始まった教育実習の学⽣
とともに、気持ちの良いあいさつを交わすこ
とができました。
 今⽇からの教育実習⽣は英語２⼈と社会１
⼈、理科１⼈の４⼈で、１年と２年のクラス
や授業で実習します。2週間〜４週間の実習
です。

           

市P連親睦バレーボール⼤会が９⽉１⽇（⼟）に開催されました。（その様⼦は、「PTA」のコーナーをご覧ください。）   

 ⼩中合同避難訓練（志⽊⼆中学区⼩中⼀貫）の実施
 ８⽉２９⽇始業式と学活の後、午前１０時４５分から、地震発⽣を想定した⼩中合同避難
訓練が⾏われました。各⼩・中学校で校庭や体育館に避難した後、⼩学校では保護者への引
き渡しを、中学校では、志⽊第⼆⼩・志⽊第四⼩に弟妹がいる中学⽣は各⼩学校へ⾏き、弟
妹や保護者とともに下校、それ以外の中学⽣は地区ごとに分かれて集団下校を⾏いました。
今年度から、保護者が希望すれば、兄姉の中学⽣が弟妹の⼩学⽣の引き取りができるように
しています。
  地震に限らず、災害が起こった時、安全に⾃分の⾝を守る⾏動ができること、また、い
ざという時の家族の避難場所や連絡先などを確認しておくことが⼤切です。学校でいるとき
に災害がおこるとは限りませんので、これを機会に、ご家族皆さんで話し合っていただけれ
ばと思います。

    
 

        

 ２学期始業式
 ８⽉２９⽇（⽔）、２学期が始まりました。この夏休み中は⼤きな事故等もなく、朝から
元気に登校する⽣徒が多くみられました。
 始業式では、校⻑から、「充実した２学期にできるよう、⾳楽祭等の学校⾏事や学校⽣活
の中で、⼀⼈⼀⼈がそれぞれ頑張ることと共に、周りの⼈のことを気遣うことができる、相
⼿の⽴場に⽴って思いやることができる⼈にもなってもらいたい。」とお話がありました。
 そのあと、夏休み中の⼤会等の表彰も⾏いました。
 

  

  地域の夏祭りに参加
    〜地域で輝く志⽊⼆中〜
 ８⽉２５⽇（⼟）午後、地域の⾃治会によ
る夏祭りが⾏われ、吹奏楽部や⼥⼦ソフトテ
ニス部の⽣徒たちが演奏やお神輿の担ぎ⼿と
して参加しました。真夏が戻ってきたような
暑さの中、よく頑張りました。        

 志⽊市中学校合同進路フェスティバル開催
 ８⽉２５⽇（⼟）、午後１時から、志⽊市総合福祉センターで、第３学年保護者対象に、
進路説明会が開かれました。 昨年度までは９⽉初めの平⽇に⾏われていましたが、保護者
の⽅々が参加しやすくなるようにと、今年度は⼟曜⽇に⾏いました。多くの保護者の⽅が参
加されました。
 会場内は⾼校ごとのブースが作られ、近隣の⾼校からお越しいただいた先⽣⽅に学校の紹
介や説明等をしていただきました。参加された保護者の皆さんは⾃由に会場内を回り、説明
を聞いたり、質問をされていました。
 また、今年度の開催にあたり、本校のPTA役員の⽅々に会場設営や駐⾞場誘導などのご協
⼒をいただきました。ありがとうございました。

  



    

     祝　全日本卓球選手権大会（カデットの部）埼玉県予選会で優勝　全国大会出場決定！

　８月１８日（土）に上尾市運動公園体育館で開催された埼玉県予選会の「中学１年以下男子シングルス」の部で、本校の卓球部の男子生徒が優勝しました。この男子シングルスの部に
は約１０００人の男子小中学生が参加しており、その中で優勝するには決勝戦まで９～１０回のトーナメント試合を勝ち抜かねばならない大会でしたが、みごと優勝を勝ち取りました。
おめでとうございます。 
　次は、１１月に仙台市で開催される全国大会への出場です。埼玉県代表として、また志木第二中学校卓球部員としてさらに活躍してくれることと期待しています。応援よろしくお願い
します。

      祝　第５８回全国中学校水泳競技大会　出場！

　７月２２日の学校総合体育大会（県大会）競泳女子の部の「１００ｍ平泳ぎ」と「２００ｍ平泳ぎ」の２種目に出場してそれぞれ２位、３位に入賞した本校の1年女子生徒が、８月１７
日～１９日に岡山県倉敷市で開催された全国大会に出場しました。残念ながら入賞はできませんでしたが、１００ｍ平泳ぎは予選２９位、２００ｍ平泳ぎは予選２２位と健闘しました。
全国の中学３年生選手が多く出場している大会でのすばらしい記録でした。今後のさらなる活躍が楽しみです。応援よろしくお願いします。

　　　祝　吹奏楽部　西関東吹奏楽コンクール出場決定！

　８ 月７日（火）吹奏楽部が第５９回県吹奏楽コンクールの県大会、中学Bの部に出場し、金賞を受賞、県代表に選ばれ、９月に
行われる西関東大会に出場することになりました。
　西関東大会は９月１５日（土）群馬県前橋市にあるベイシア文化ホール（群馬県民会館）で１０：００から開催されます。
　本校吹奏楽部は、１３番目１２：３０から７分間の演奏の予定で、B.バルトーク作曲「弦楽四重奏曲　第２番」より第２楽章
を、県大会に引き続き演奏します。
　吹奏楽部の皆さん、おめでとうございます。また、応援してくださった皆様、ありがとうございます。今後とも応援よろしくお
願いします。

 

 ⼥⼦バドミントン部、関東⼤会出場、健闘しました。
 ８⽉７⽇（⽕）、バドミントン部が、茨城県ひたちなか市で⾏われた関東中学校バドミントン⼤会⼥⼦団体の部に出場し、健闘しまし
たが、１回戦で惜敗しました。
 選⼿の皆さん、お疲れ様でした。また、応援してくださった皆様、ありがとうございました。今後とも応援よろしくお願いします。    

 

夏の⾮⾏・薬物乱⽤防⽌キャンペーン
  ７⽉２１⽇（⼟）に志⽊市の本町通りで⾏われたキャンペーンで、本校⽣徒のデザイン
画が採⽤されたティッシュが啓発物として配布されました。これは、今の２年⽣で、１年⽣
の時に職業体験で市の教育委員会⽣涯学習課に⾏った⽣徒が作成したものです。
 キャンペーンの参加者や受け取った市⺠の⽅から、薬物の恐ろしさが伝わると好評だった
そうです。     

    祝 ⼥⼦バドミントン部 関東⼤会出場決定︕ 
 ７⽉２１⽇（⼟）、バドミントン部、⼥⼦団体戦で県（学校総合体育⼤会）３位に⼊賞しました。また、７⽉２４⽇（⽕）に朝霞第⼀中学校で⾏われた関東⼤会出場を決める決定戦において⾒事
勝利し、８⽉７⽇（⽕）〜９⽇（⽊）に茨城県ひたちなか市で⾏われる関東⼤会に出場することになりました。
 選⼿の皆さん、おめでとうございます。また、応援してくださった皆様、ありがとうございます。今後とも応援よろしくお願いします。 
   

 ７⽉２１⽇（⼟）、２２⽇（⽇）、敷
島神社祭礼PTAパトロールを⾏いまし
た。
 夜７時過ぎに、志⽊市⺠会館に集合し、両
⽇およそ２０名の保護者と教職員で、志⽊駅
から敷島神社間のパトロールを８時半過ぎま
で⾏いました。
 PTAの皆さん、ご協⼒ありがとうございま
した。               

７⽉２０⽇（⾦）１学期終業式
 校⻑先⽣から、⻄⽇本を中⼼とした⼤⾬等
で甚⼤な災害に⾒舞われた⽅々へ思いをは
せ、また連⽇の暑さへの対応等も含め皆さん
⾃⾝が安全に気を付け、それぞれの⽬標達成
や課題克服を⽬指した充実した夏休みを送っ
てもらいたいとお話がありました。
 また、２学期始業式の⽇の志⽊⼆⼩・四⼩
との合同避難訓練の実施と保護者に代わって
の中学⽣による⼩学⽣（弟妹）の引き取りに
ついてもお話がありました。

   

７⽉１９⽇（⽊）、代表者意⾒交換会が⾏われました。
 １９⽇の午後、若駒の⾥応援団の⽅やPTA会⻑にお越しいただき、学校や⽣徒会執⾏部の
⽣徒から、１学期の志⽊⼆中の様⼦や⽣徒たちの活躍、また、⽣徒会の活動等の報告を⾏
い、質問やご意⾒、感想をいただきました。  
 また、２学期の⼟曜公開⽇（９⽉８⽇（⼟））に⾏われる「ふれあい講演会」についても
話し合いました。この講演会では、地域の⽅や保護者にご協⼒いただき、さまざまな職業の
社会⼈（や学⽣）の⽅々のお話を聞く会にできるよう、PTAが協⼒して企画、計画している
ところです。志⽊⼆中⽣が、社会⼈の皆さんのメッセージを受けて、広い視野を持つ機会と
し、今からできることを考え始めるきっかけにしてもらいたいと考えています。   

 ７⽉１８⽇（⽔）、情報モラル教育講
演会を⾏いました。



 NPO法⼈地域教育ネットワークの⽅にお越
しいただき、、３年⽣を対象に情報モラル教
育講演会を⾏いました。
 インターネットやSNS、ゲーム、トレーデ
ィングカード等を適切に楽しく安全に利⽤し
よう、とお話しいただきました。

 
 

 

７⽉１３⽇（⾦）、３年の期末保護者会が⾏われました。
 蒸し暑い中での開催になりましたが、多くの保護者の⽅々に出席いただきました。学年全体会を体育館で、そのあと学級懇談会を各学級の教室で⾏いました。１学期に⾏った修学旅⾏や⽣活、学
習の様⼦、また、進路選択に向けた夏休みの過ごし⽅等についてお知らせしました。
 ３年⽣は、夏休みを中⼼に、⽣徒、保護者との三者⾯談を⾏います。今年度も学校総合体育⼤会（県⼤会）や吹奏楽部コンクールの出場等、まだまだ部活動を頑張っている３年⽣が多くいます
が、進路選択も⾒据え充実した夏休みにできるよう、この三者⾯談を通して、⼀⼈⼀⼈の⽬標や計画を明確にしていきましょう。   

    

７⽉１２⽇（⽊）、１年２年、わかこま学級の期末保護者会が⾏われました。
 午後２時３０分から、１，２年の保護者会全体会をそれぞれ体育館、若駒館で、そのあと、各学級の教室で学級懇談会を⾏いました。全体会では、⾏事の多かった１学期を振り返って⼦どもたち
の頑張ってきた様⼦や課題、また夏休みの⽣活に向けてご家庭でもご留意いただきたいこと等の話をしました。学級懇談会では、１学期の⼦どもたちの家庭での⽣活の様⼦等について情報交換がさ
れました。 蒸し暑い中での開催でしたが、多くの保護者の皆様にご参加していただき、ありがとうございました。

 
 

  

    

７⽉１４⽇（⼟）１５︓００から志⽊市内吹奏楽交歓会が志⽊市⺠会館で⾏われます。
 志⽊⼆中の出番は１６︓００頃です。今年のコンクール曲や１年⽣が初舞台となるドラえもんなど楽しい演奏もありますので、お時間がありましたら、ぜひ聞きに来てくだ
さい。   

７⽉１２⽇（⽊）朝のごみ拾いと清々し
いあいさつ 〜地域で輝く志⽊⼆中〜
 毎週⽔曜⽇と⽊曜⽇に、朝練習の時間を使
って、学校周辺のごみ拾いと、すれ違う出勤
の⽅や地域の⽅にあいさつを続けている運動
部の⽣徒たちがいます。
 地域の⽅からもあいさつを返していただ
き、ありがとうございます。     

※ 掲載が遅くなりましたが、「６⽉２３⽇（⼟）柳瀬川図書館リニューアルオープンに吹奏楽部参加」  を追加掲載しています。 ご覧ください。

７⽉１１⽇（⽔）、⾮⾏防⽌教室を⾏いました。
 ６校時、朝霞警察署の⽅にお越しいただき、全校⽣徒にお話しいただきました。
 「学校は、社会に出るまでの準備段階。社会に出てから困らないように、さまざまなこと
をしっかり学んでおきましょう。」と始まり、⾃分や他⼈の命の⼤切さ、また、未成年であ
っても携帯電話やスマートフォンでのトラブル（犯罪）などで被害者になることも、加害者
になることもあること、さまざまな情報があふれる現代だが⾃分にとって⼤切にすべきもの
（こと）を適切に選択することの重要性、そして本当に困ったときは警察に相談できること
等を、DVD視聴も交え、お話しいただきました。真夏⽇で蒸し暑い体育館での開催でした
が、しっかり話を聞くことができました。
   あと１０⽇で夏休みです。安全で有意義な充実した休みにしてもらいたいと思います。
 

 
⽣活委員会から開会の⾔葉

 

  
 

お礼の⾔葉



７⽉１１⽇（⽔）昼、第１回学校評議員
会を⾏いました。
 校⻑室で、今年度の学校経営⽅針や学校教
育活動について報告をしたあと、５校時の授
業を参観していただき、学校評議員の皆さん
から意⾒や感想をいただきました。
 学校評議員の皆さんから「授業によく集中
していて、落ち着いた授業態度ですね。」と
感想をいただきました。写真は、英語のスピ
ーチ発表の様⼦です。

   

７⽉１１⽇（⽔）⽣徒朝会がありました。
 朝、体育館で、⽣徒会本部⽣徒による進⾏で、⽣徒朝会を⾏いました。ペットボトルキャップ集めや⻭磨きコンクールなどのクラス表
彰が⾏われました。⻭磨きコンクールでは、第１学年⽣徒の実施率がもっとも⾼いとのコメントもありました。どの活動にも⾃ら積極的
に参加している志⽊⼆中⽣が多くいて、今⽇の表彰に繋がっています。これからも、⽣徒活動を⽣徒の皆さんで盛り上げていきましょ
う。

 ⽣徒会活動の表彰のあと、６⽉に⾏われた学校総合体育⼤会朝霞地区予選会と志⽊市硬筆展の表彰を⾏いました。予選会を勝ち残った
剣道部、卓球部、バドミントン部の県⼤会が７⽉下旬にあります。また、体操の部、競泳の部でも、⽇ごろ練習に励み予選会で好成績を
出した⽣徒が県⼤会に出場します。選⼿の皆さん、県⼤会でも頑張ってきてください。
 ⽣徒の皆さんが、定刻より早く集合整列できたので、予定していた表彰をすべて⾏うことができました。次回も、時間を有効活⽤でき
るよう、⽣徒の皆さん⼀⼈⼀⼈の意識を⾼く持って⾏動していきましょう。 

 

    

    

    

７⽉４⽇（⽔）、市内特別⽀援学級交流会が開かれました。
 志⽊市⽴志⽊⼩学校の体育館に、市内⼩中学校の特別⽀援学級の⼦どもたちが集まって、交流会を⾏いました。本校の⽣徒たちは始めの会の司会を担当しました。⾃⼰紹介の場⾯では
全員が堂々と挨拶することができました。⽣徒達は終始、⼩学⽣の⾯倒をしっかりと⾒てくれました。⼤⽟遊びや、紙芝居、カードバトルなど各学校の児童、⽣徒達と楽しく交流をすることができ
ました。最後の感想発表では、関わってくれた⽅々へ感謝の気持ちを伝えてくれました。

    

７⽉１⽇（⽇）、平成３０年度地域ＤＥ⼦ども⾒守り隊 集いを⾏いました。
 梅⾬明けの暑い中、歴代隊⻑の皆様をはじめとして、志⽊第⼆中学校区の⼦供たちの⾒守
り活動を中⼼に⾏ってくださっている地域の皆さまや３校のＰＴＡ役員の⽅々、多くの⽅々
がご参加くださり、平成３０年度の集い（総会）を⾏いました。
 
 ご来賓として、朝霞警察署⽣活安全課の係⻑様にもご臨席いただき、最近の埼⽟県や志⽊
市近隣の不審者情報等も含めた講評をいただきました。お話によると、声掛け事案は⼩中学
⽣へのものが８割超、起こりやすいのは、⼣⽅（午後３時〜６時）の時間帯、道路上、単独
でいるとき、という傾向があるとのことでした。「地域DE⼦ども⾒守り隊」の活動の重要
性を再認識いたしました。
 今回の集いで、隊⻑交代が承認され、新隊⻑のもと、活動していくことになりました。
 『地域はひとつ こどもたちのために』の合⾔葉のもと、これからもよろしくお願いいた
します
 

 
３代隊⻑

 



 
来賓の皆様

 
⽣徒代表からあいさつ

  

 
新 隊⻑

   

６⽉２８⽇（⽊）、志⽊第⼆中⼩学校、志⽊第四⼩学校と連携して、⼩中連携連
絡協議会を⾏いました。
 この協議会は、志⽊第⼆中学校区内の⼩中学校が、互いの活動について理解を深め連携を
図ることで、児童⽣徒の発達の段階を考慮し⾒通しを持った指導の⼀貫性や系統性を図り、
計画的・継続的な学習指導や⽣徒指導を展開できるようにするとともに中１ギャップによる
問題の解消を図ること、児童⽣徒がお互いの良さを認め合えるような⼈間関係の充実を⽬指
した教育活動の実践を推進することをねらいとしています。
 志⽊第⼆⼩学校の５校時の授業を志⽊第四⼩学校と本校の教員に公開していただき、その
あと、各教科・領域の分科会に分かれて協議を⾏いました。どの分科会でも、公開していた
だいた授業や、⽇常の学習指導や⽣活指導について熱⼼に協議し、互いの学校の指導内容や
指導⽅法の良さなどを深く知る良い機会にすることができました。

  

    

 
 

 
 

    

６⽉２７⽇（⽔）３年、楽しかった修学旅⾏、無事帰りました。
 ２５⽇（⽉）は奈良で班別⾏動を⾏いました。１０時３０分から、奈良市を中⼼に奈良公園、東⼤寺、唐招提寺などを⾒学するオーソドックスなコースの班や奈良市から南へ向かって⻑⾕寺や⾶
⿃寺など修学旅⾏ではなかなかいけない渋いお寺などを訪れた班もあり、広範囲で活動を⾏いました。時間も守れ、⾶⿃寺のレアな御朱印をいただき、笑顔満⾯の⽣徒もいました。
 ２⽇⽬２６⽇（⽕）には京都で班別⾏動を⾏いました。９時３０分から、各班に１⼈ずつのガイドさと⼀緒にバスや電⾞など公共交通機関を利⽤して巡りました。⾒学先や移動途中途中でガイド
さんから歴史うんちくをいただき、⽣徒たちは感⼼しきりの様⼦でした京都ならではの蒸し暑さの中、多くの寺社等をめぐりました。宿泊先に戻ってからは、お茶の⾹りのお⾵呂で疲れをとってい
ました。
 最終⽇２７⽇（⽔）は、午前中京都嵐⼭で班別⾏動。この⽇も暑い︕渡⽉橋のわきでクラス写真を撮りました。最後まで班⾏動をきちんと⾏えました。お楽しみのお⼟産を購⼊していました。帰
りの新幹線では、思い出話に花が咲いていました。午後６時無事帰校できました。充実した修学旅⾏になりました。

   

６⽉２６⽇（⽕）朝、３年⽣は、皆元気に奈良を出発、京都を班⾏動で⾒学します。
 朝７時００分から朝⾷を⾷べ、７時５０分から班ごとに出発しました。近鉄奈良駅から京都市内に向かう班、JR奈良駅からまず京都・平等院へ向かう班とさまざまですが、どの班も体調を崩す者
もいず、元気に出発したそうです。今⽇も天気に恵まれ、暑い⼀⽇になりそうです。

 ６⽉２６⽇（⽕）午後６時３０分過ぎ、建仁寺での座禅体験を終え、宿泊先へ向かっています。今⽇も⼀⽇、怪我等なく、皆元気に活動できていたそうです。
   

６⽉２５⽇（⽉）、３年⽣は、修学旅⾏に出発しました。
 朝５時２０分頃、柳瀬川駅を班ごとに出発し東京駅に７時００分頃到着。出発式を⾏った後、東京駅７時４７分発の新幹線で、京都・奈良へ向かいました。１⽇⽬の今⽇は、奈良で東⼤寺や法隆
寺などを班⾏動で⾒学しました。今⽇は奈良で宿泊です。今⽇の奈良は暑かったものの、元気に活動できたそうです。
今⽇から、⽔泳の授業が始まりました。
 埼⽟も、朝からよく晴れ渡り、絶好の⽔泳⽇和になりました。１，２年⽣全クラスで⽔泳の授業がありました。
６⽉２５⽇（⽉）、PTA成⼈教育委員会による「給⾷試⾷会」が⾏われました。
   ２５名の保護者の皆様にご参加いただいて、給⾷試⾷会を⾏いました。栄養⼠から、「給⾷の歴史」や「給⾷ができるまで」について説明があったあと、本⽇の給⾷をいただきました。献⽴は、
スパイシーカレー、⼿作り福伸漬、フルーツ⼊り⼿作りサイダーゼリー、⽜乳です。試⾷の後、１，２年⽣の教室へ⾏き、給⾷の様⼦を参観しました。



  

 

   

６⽉２３⽇（⼟）、柳瀬川図書館リニューアルオープンセレモニーに吹奏楽部参加  〜地域で輝く志⽊⼆中〜
 志⽊市⽴柳瀬川図書館は、外壁・屋根の補修や⽼朽化した設備の更新や館内の利⽤環境の改善のため⼤規模改修⼯事を⾏い、その間休館していましたが、６⽉２３⽇にリニューアルオープンしま
した。志⽊⼆中の吹奏楽部は、幕開けのファンファーレと「ドラえもん」、「⾵になりたい」を演奏し、会場を盛り上げました。
 また、図書館内には、志⽊第⼆⼩学校と志⽊第四⼩学校の先⽣⽅とともに、志⽊第⼆中学校の先⽣⽅の「おすすめする本」が掲⽰（期間限定です）され、その関連図書のコーナーも設けてくださ
っています。図書館にお越しの際は、ぜひご覧ください。   

 
スタンバイ OK

 
セレモニー

 
 

ファンファーレ演奏

   

６⽉２２⽇（⾦）朝、修学旅⾏の荷物が⼀⾜先に出発
 今朝７時５０分〜８時１０分、修学旅⾏の荷物をトラックに積み込みました。、
３年⽣は、６⽉２５⽇（⽉）朝、奈良、京都への修学旅⾏に出発です。

６⽉２２⽇（⾦）、プール掃除完了。来週からは⽔泳の授業が始まります。
 梅⾬のさなか、ちょうど晴れ間を⾒せた２１⽇（⽊）と22⽇（⾦）の２⽇間で、プール
や更⾐室などの掃除をしました。すっかりきれいになり、明⽇から⽔を⼊れることができま
す。
これからは梅⾬の蒸し暑い⽇が続きますから、⽔泳の授業が楽しみですね。   

   

 

６⽉１９⽇（⽕）、朝霞地区学校総合体育⼤会３⽇⽬
 ⼤会３⽇⽬は、⼥⼦ソフトテニス部（団体）、男⼥卓球部（個⼈）、男⼥剣道部（個⼈）、男⼥バドミントン部（個⼈）が、部の後輩や仲間が応援する中、出場しました。惜しくも、県⼤会出場
を逃した部もありましたが、最後の最後までよく健闘しました。
 個⼈戦の結果は、剣道男⼦の部１位、３位、バドミントン男⼦シングルスの部３位、バドミントン⼥⼦シングルスの部１位、２位、バドミントン⼥⼦ダブルスの部１位、３位（３位の２ペア）、
卓球男⼦シングルスの部５位、卓球男⼦ダブルスの部１位、３位、卓球⼥⼦ダブルスの部３位でした。これらの選⼿は県⼤会に出場します。おめでとうございます。試合までの約１か⽉、⾃分のた
め、対戦した仲間のため、そして応援してくれるみんなのためにしっかり練習して、試合の⽇を迎えてくれることを期待しています。

 この⼤会で、多くの３年⽣は部活動を引退します。そして、３年⽣引退の後、先輩の思いも引き継いでこれからの部活動の中⼼となるのは２年⽣や１年⽣たちです。１，２年⽣には、中学⽣の”今
だからできる”、”今しかできない”ことに⼀⽣懸命にチャレンジしてもらいたいと思います。   

６⽉１９⽇（⽕）、吹奏楽部⻄部⽀部吹奏楽部研究発表会に出場
 所沢市⺠⽂化センターの素晴らしいホールでバルトーク作曲の「弦楽四重奏曲第２番」より第２楽章を演奏しました。
楽器の運搬には、部の保護者の⽅のご協⼒をいただきました。ありがとうございました。

   



 
 

 

 

２年⽣の宿泊学習のまとめ
   今、２年⽣の教室の廊下には、活動班のまとめが掲⽰されています。各班がそれぞれの思い出を⽣き⽣きとわかりやすく⼯夫してまとめています。来校されたときには、是⾮ご覧ください。

    

６⽉１７⽇（⽇）朝霞地区学校総合体育⼤会始まる
 ⼤会１⽇⽬、朝霞地区の総合公園競技場や体育館を会場として各部の試合が⾏われました。多くの保護者の皆さんが応援、⾒守る中、どの部も懸命に試合に臨んでいまし
た。
 ６⽉１８⽇（⽉）、⼤会２⽇⽬を終え、団体戦ではバドミントン部が⼥⼦１位、男⼦２位、卓球部が⼥⼦２位、男⼦３位、剣道部が男⼥ともに２位になりました。おめでと
うございます。他にも、３⽇⽬（１９⽇（⽕））に試合を残す部もあります。最後まで全⼒で臨んで活躍されることを期待しています。
   

    

    

    

使い捨てレンズ空ケース回収運動（リサイクル運動）を始めました。（保健委員会）
 １３⽇（⽔）、⽣徒会保健委員会から、使い捨てコンタクトレンズの空ケースを回収する活動について説明があり、各クラスで回収を始めています。
この活動は、空ケースのリサイクルに協⼒することで、リサイクルメーカーで再資源化をした時の対価を⽇本アイバンク協会への寄付につなげ、視⼒を取り戻したいと願う
⽅々のために役⽴てることにつながっていきます。

回収にご協⼒ください  
 

各クラスで回収しています
 

全クラスから集めます。

６⽉１４⽇（⽊） 授業⾵景から
 梅⾬とは思えない、さわやかな天気の⼀⽇です。⽣徒たちは、授業に集中して、それぞれの課題に取り組んでいます。

家庭科
 

体育
 

社会
 

国語

 



英語
 

数学
 

技術科

 ６⽉１３⽇（⽔）学校総合体育⼤会（朝霞地区予選）壮⾏会を⾏いました。
 ６校時に体育館で朝霞地区学校総合体育⼤会の壮⾏会を⾏いました。各運動部の部⻑が、⼤会への思いを発表し、⽣徒全員で若駒賛歌を歌いました。⽣徒会と校⻑先⽣から激
励の⾔葉をもらいました。校⻑先⽣からは、「これまでの練習の成果を発揮して活躍してもらいたい」ことと「１年⽣たちは中学校初めての⼤会です。試合には出場しなくて
も、ともに頑張って練習してきた先輩や仲間をしっかり応援しましょう。また、試合の勝敗にかかわらず、会場でのマナーや応援する態度などについて、『さすが志⽊⼆中の
⽣徒だ』と思われるような、しっかりした⾏動をとりましょう。」とお話がありました。

全校⽣徒の間を部⻑が駆け抜けて⼊場です
 

運動部の部⻑
 

⽣徒会から激励の⾔葉
 

校⻑先⽣から激励の⾔葉

 ６⽉１２⽇（⽕）、給⾷をいただきます。
 今週１１⽇（⽉）〜１５⽇（⾦）の５⽇間、給⾷委員会の活動で、給⾷の残量調査が始まりました。どのクラスも給⾷を残さず⾷べよう、と積極的なおかわりがされていま
す。この⽇のメニューは、カレーライスでした。給⾷⽚付けのころには、⾷⽸の中が空っぽになっているクラスがほとんどでした。

   

   

６⽉１２⽇（⽕）、ホンデリングを⾏いました。 
 朝の読書の時間に、１年⽣と３年⽣の教室で、図書ボランティアの⽅々が読み聞かせを⾏いました。３年⽣には、今⽉２５⽇（⽉）から始まる修学旅⾏に合わせ、京都や奈
良を題材・舞台にした図書を紹介してくれました。 図書ボランティアの皆さん、ありがとうございました。
 ２年⽣は通常の読書を⾏っています。
 次のホンデリングは、２６⽇（⽕）に２年⽣の教室で⾏われます。

  

２年⽣は読書    

    

⻭磨きコンクールを⾏いました。（保健委員会）



 ６⽉４⽇（⽉）〜８⽇（⾦）の５⽇間、保健委員会が、⻭磨きコンクールを⾏いました。給⾷の時間終了後、多くの⽣徒が廊下で⻭磨きをしていました。

保健室前
  

 
コンクールの結果発表

今週から、ＰＴＡによる「朝のあいさつ運動」が始まりました。
 ６⽉４⽇（⽉）から毎朝、ＰＴＡ活動として、朝８時１０分〜８時３０分にあいさつ運動を⾏ってくれています。今回は、３年⽣保護者の⽅が朝早くから正⾨前で「おはよ
うございます」と、⽣徒とあいさつをかわしてくれています。ありがとうございます。（詳しくは、ＰＴＡのコーナーをご覧ください。）

６⽉６⽇（⽔） 朝、全校朝会を、６校時に避難訓練をおこないました。
 全校朝会の始めに⽣活委員会による⾵紀検査を⾏い、服装や⾝だしなみの点検を⾏っています。⾐替え（移⾏）期間は、５⽉２２⽇（⽕）〜６⽉１５⽇（⾦）としています
が、ほとんどの⽣徒が夏服で過ごしています。間もなく梅⾬⼊りになりますが、蒸し暑くなっても、⾝だしなみを整えて⽣活していきましょう。

 校⻑先⽣からは、本⽇午後に実施される避難訓練にふれて、「災害が起きたとき、中学⽣が、地域の⼀員として⾏動しなければならないということ」と、「朝の挨拶をさら
にしっかりとできるようにしていきましょう。」というお話がありました。

 ６校時には、第１回避難訓練が⾏われました。今回は、地震の発⽣を想定して訓練を⾏いました。⽣徒は、各教室から体育館（⾬のため）への避難、集団下校班での集合な
どを⾏いました。地震は起こらないに越したことはありませんが、起こった時には全⽣徒が安全に落ち着いて地震に対処できるよう備えておくことが⼤切です。
 また、お休みの⽇に地震が起きた際の対処の仕⽅も、各ご家庭で話し合い、確認してくださるようお願いいたします。

 

 

 

 

５⽉３０⽇（⽔）〜６⽉１⽇ 、第２学年宿泊学習、無事に帰ってきました。 
 志⽊市⽴⼋ヶ岳⾃然の家を利⽤して、２泊３⽇の宿泊学習を⾏いました。初⽇、２⽇⽬の天気は⾬がときどき降るあいにくの天気でしたが、元気いっぱいに活動していまし
た。
 初⽇（３０⽇）は、滝沢牧場で昼⾷（バーベキュー）を⾷べた後、ソフトクリームを味わったり、乳搾りや乗⾺の体験をしました。夜の肝試しは⾬のため屋外ではできませ
んでした。
 ２⽇⽬（３１⽇）は、⼭梨県清⾥の清泉寮や美しの森展望台などへのハイキングを⾏いました。班によっては、宇宙電波観測所やフィールドアスレティックなどをコースに
盛り込んだ班もありました。全⾏程およそ２０㎞の道のりでしたが、どの班も元気に戻ってきました。
 ３⽇⽬（６⽉１⽇）は、すっきりと晴れ、暑いくらいでした。朝から群⾺県の富岡市にある、群⾺県⽴⾃然史博物館と富岡製⽷場へ⾏きました。帰りのバスの中は、３⽇間
の疲れが出てぐっすり眠っている⽣徒も多かったようです。
 多くの⽅々に⽀えられて成功した宿泊学習でした。ありがとうございました。
 ⽣徒誰もが役割や責任を持ち、元気に活動できていました。とりわけ、この宿泊学習の中⼼となって活動してくれた実⾏委員の⽣徒の皆さんの活躍は⼤きかったと思いま
す。お疲れ様でした。
 ２年⽣は、この後、この３⽇間のまとめを、壁新聞などにして発表することになっています。こちらも頑張ってください。楽しみにしています。

 
出発式（学校⽞関で）

 
滝沢牧場に到着

 
滝沢牧場での昼⾷

 
⾷欲いっぱい

 
あっという間におかわりの列

 
昼⾷後に、乳搾り体験

 
 

乳搾り体験

 
乗⾺体験

 
４頭の⾺がいました

 
アイスクリームを味わいました

 滝沢牧場をあとにして⼋ヶ岳⾃然の家に向かいま
す。



 
志⽊市⽴⼋ヶ岳⾃然の家

 
１⽇⽬⼣⾷

 
⼣⾷の様⼦

 
１⽇⽬の夜⾷

 
リーダー会議

 
２⽇⽬朝⾷

 朝８時３０分頃、ハイキングに出発。

 
ハイキング出発︕

 
元気いっぱい︕

 
 

清泉寮にて
 

２⽇⽬昼⾷（弁当）

 
⾬が降ってきました

 
美しの森展望台近くで

 
ハイキング終了後、しばし休憩

 
⼊浴もすませて、⾃由時間

 
⼣⾷の準備（配膳は係の仕事）

 
２⽇⽬⼣⾷

 
キャンプファイヤーで、クラスの発表

 
元気いっぱいのパフォーマンス

 

発表は劇やダンス．．．

 
皆の息もぴったりです

 
キャンプファイヤーでフォークダンス

 

 
３⽇⽬朝、晴れ。富⼠⼭も⾒えました

 
寝具の⽚づけ

 
３⽇⽬朝⾷

 
部屋の掃除

 
部屋の掃除

 
⾃然の家退所式

 
⾃然の家の⽅にお礼のことば

 
群⾺県⽴⾃然史博物館

    



３⽇⽬昼⾷（博物館の中庭で） 昼⾷後に⾒学です

 
 

クイズにも挑戦
  

 
富岡製⽷場

 
 

班⾏動です
 

  
 

解散式（学校⽞関で）

 いろいろな体験や思い出をたくさん得ることがで
きた３⽇間でした。
 ぜひ、ご家庭でお⼟産話を聞いてあげてくださ
い。

    

５⽉２５⽇（⾦）、３週間の教育実習（前期）が終わりました。
 今⽇までの３週間、社会科と保健体育科の３名の教育実習⽣が１，２年⽣の授業を中⼼に教育実習を⾏いました。毎⽇の授業や給
⾷、清掃などの学級指導を実習し、また、体育祭などの⾏事もある中で、⽣徒と活動を共にし、遅くまで授業準備に励んだ３週間で
した。お疲れ様でした。⼤学⽣活に戻られても、この経験を忘れず頑張ってください。 

   

    

５⽉２４⽇（⽊）、２年宿泊学習保護者説明会を⾏いました。
 来週５⽉３０⽇（⽔）〜６⽉１⽇（⾦）に⻑野県にある「志⽊市⽴⼋ヶ岳⾃然の家」を利⽤して⾏われる２年宿泊学習に向けて、
保護者説明会を⾏いました。多くの保護者の⽅々にご参加いただきました。ありがとうございました。
 ⽇程などの説明とともに、事前学習として活動場所の⼋ヶ岳の⾃然環境や⾒学先の富岡製⽷場などをテーマに壁新聞を作成したこ
と、中学校で初めての宿泊学習に向けて、活動班での係の打ち合わせや実⾏委員会の⽣徒を中⼼に集団活動でのルールの確認なども
⾏ったことをお知らせしました。
 出発まであと６⽇。元気に楽しく活動し、豊かな⾃然に触れたり、さまざまな体験をしたりすることで仲間の絆を深め、第２学年
集団としてよりたくましく成⻑して帰ってくることを期待しています。
    

 



 
若駒館で⾏いました

 
あ

宿泊学習しおり 

 
２⽇⽬のハイキング（⾃然歩道）コース

 
２年教室前廊下には事前学習の新聞

 
さまざまなテーマで調べ学習

 
⼋ヶ岳⾃然の家の周辺イラストマップ

    

５⽉２３⽇（⽔）、第４６代⽣徒総会が⾏われました。
 今年度の⽣徒会スローガン「颯爽」のもと、あいさつ運動や学校⾏事や部活動への積極的な取組、アルミ⽸回収などの奉仕活動を
盛り込んだ活動⽅針が提案され、質疑応答などの後、すべての議案が承認されて閉会しました。
⽣徒の皆さんの積極的な参加によって、⽣徒会活動、そして中学校⽣活が充実したものになることを期待しています。

 
 

⽣徒会⻑ 挨拶
 

議⻑団 選出
 
⽣徒会執⾏部活動⽅針への質疑応答

 
各専⾨委員会委員⻑から活動計画説明

 
各部代表者から活動計画説明

 
⽣徒会室前掲⽰板より

 
⽣徒昇降⼝で集めています

    

５⽉１９⽇（⼟）、第４６回体育祭が開催されました。
 ⼼配していた⾬も早朝にはやみ、校庭のコンディションも
⼤変良かったので、無事に開催できました。
 多くの保護者や地域の⽅々が参観される中、予定通り８時
３０分⽣徒⼊場、そして開会式、と元気いっぱいに競技が⾏
われました。今年も、午後の最初に、部活動リレー、集団演
技も⾏いました。
 午後３時過ぎ、閉会式が⾏われました。誰もが全⼒を尽く
したことへの満⾜感、達成感でいっぱいの笑顔の式になりま
した。保護者や地域の皆様、暑い中での応援、声援ありがと
うございました。  

  

    

    



    

    

今年の集団演技は、野球部、
サッカー部、剣道部、、吹奏
楽部の部員たちで作り上げま
した。
 

   

   

さまざまな隊形移動や交差した移動な
ど、クラス練習の合間を縫って練習し
た成果が⾒事に発揮された演技でし
た。 

    

   

 結果発表  総合優勝
１年４組
２年３組
３年３組

最後の最後まで、
全⼒で頑張りました。

お疲れ様でした。

  

 ５⽉１５⽇（⽔）、２，３年⽣のホンデリングが⾏われまし
た 

 朝の１０分間、図書ボランティアの⽅々にご協⼒いただ
き、２，３年⽣の教室で読み聞かせ活動（ホンデリング）を
⾏いました。

本を読んでもらうのを聞くことで情景や⼼情を思い描くこと
ができる⼦供を育てたい、⼦供たちの⼼を育てたい、読書へ
の興味や関⼼が広がるきっかけになればよいという思いから
志⽊⼆中で⻑く続いている活動です。現在、各学年に⽉１回
ずつ⾏われています。（１年⽣には５⽉１⽇に⾏いまし
た。）

 １５⽇に読まれた『本』（著者）を紹介します。
 『蜘蛛の⽷』（芥川⿓之介）、『アイスプラネット』より
『⼤きくして考えてみる⽅法」（椎名誠）『TheMANZAI』

（あさのあつこ）『思い出預かります』（吉野万理⼦）『⼼
が３℃温まる本当にあった物語』より「監督の⾔葉」「はだ    



しのアンカー」（三枝理枝⼦）『⽺と鋼の森』（宮下奈都）
「⽇本語ぽこりぽこり」より『セミたちの沈黙』（アーサ
ー．ビナード）『「コミュ障」だった僕が学んだ話し⽅』
（吉⽥照美） 

 図書ボランティア募集中です。ご協⼒いただける⽅は本校
教頭までご連絡ください。

 

５⽉１９⽇（⼟）の体育祭本番に向け、１６⽇に全体練習、
１７⽇には体育祭予⾏、１８⽇の午後には準備を⾏いまし
た。
予⾏では、係の⽣徒たちは、当⽇の進⾏がスムーズに⾏える
よう、役割や当番の確認とリハーサルを⾏いました。
快晴でしたが、熱中症や⼤きなけがもなくできました。

当⽇朝の天気が⼼配ですが、応援、よろしくお願いしま
す。  

  

        
  

  １組のクラスカラーは⾚、
  ２組は⻘、
  ３組は⻩、
  ４組は緑です。

開会式の⽣徒⼊場⾏進は、
吹奏楽部の⽣演奏です。

    

  ５⽉１２⽇（⼟）朝９時からPTA環境整備作業を⾏いまし
た。お天気に恵まれ、暑い中での作業になりましたが、PTA
の皆さん６７名に、若駒の⾥学校応援団や志⽊⼆⼩＆志⽊四
⼩のおやじの会の皆さんがご協⼒くださり、約８０名で実施
できました。
おかげさまで、⽞関や若駒館、体育館周辺を中⼼にすっきり,
きれいになりました。ご協⼒ありがとうございました。

  

      

   



   

５⽉１１⽇（⾦）、１学期中
間テスト２⽇め。
２教科のテストをしっかり受
けた後、３時間⽬に体育祭練
習を学年別で⾏いました。 
学年種⽬（台⾵の⽬）の練習
をする２年⽣、全員リレーの
練習をする３年⽣、⼤縄跳び
や２００ｍ⾛などの練習を⾏
う１年⽣。
体育祭まであと１週間、練習
に熱が⼊ります。
保護者の皆さん、地域の皆さ
ん、応援よろしくお願いしま
す。

 

   

   

 ５⽉７⽇（⽉）、昼休みの

体育祭練習⾵景です。 １０⽇
からの中間テスト前期間にな
り、朝練習はありませんが、
昼休みは
１９⽇（⼟）の本番に向け、
どのクラスも練習に熱が⼊り
ます。⼤縄跳び、ムカデリレ
ー、１００m⾛など校庭いっ
ぱいに練習が⾏われていま
す。 

  

   

    

 ５⽉２⽇（⽔）、学校公開⽇
 ５時間⽬に授業参観
その後、部活動保護者会を⾏いました。
２００名を超える、多くの保護者の⽅々が参
観、参加されました。

   

    

    



    

    

    

    

  ５⽉１⽇午後４時から、若駒館にてPTA定
期総会が開催され、議案はすべて承認されま
した。
 PTA会⻑は前年度に引き続き再任されまし
た。昨年度のPTA役員の皆様、ありがとうご
ざいました。新役員の皆様、よろしくお願い
します。
 また、ご来賓として、志⽊第⼆⼩PTA会
⻑、志⽊第四⼩もくせい会会⻑、若駒の⾥応
援団や学校評議員の皆様にご臨席いただきま
した。ありがとうございました。

   

 ５⽉１⽇朝、１年教室で、今年度初めての
ホンデリングが⾏われました。 
 本校の読書ボランティアの⽅々によってい
ろいろな図書の紹介や読みきかせが⾏われて
います。
 また、読書ボランティア会議も開き、今年
度の活動について話し合いました。

 ボランティアの皆さん、今年度もよろしく
お願いします。

   

 
 

 

 ４⽉分は、編集中です。    

    

    

 ４⽉１６⽇朝、「地域DE⼦供⾒守り隊」の
⽅々が、正⾨前で、朝のあいさつ運動を実施
しました。

   

 

   


