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一月の学校行事を終えて
校長

小林

孝之

生徒の皆さん、保護者・地域の皆様におかれましては如何お過しでしょうか。暦
の 上の 大寒 （今 年は １月 ２０ 日） のと おり、 風の冷た さを感じ ます。確 か昨年の
今 頃は 、積 雪が ２０ ｃｍ 以上 の大 雪が 降り、 残雪があ りました 。それと 比べれば
まだよい方かな‥‥と、思っています。２月３日は「節分」、季節を分ける・季節
が移り変わる節日。そして翌４日は「立春」となります。“立春を迎えた頃から徐
々に春めいた気温や天気に変わっていく”と言われていますので、「春の到来」を
楽しみにこの厳しい寒さを乗り越えていきましょう。
さて３学年ですが、１月１８日頃に千葉県内私立高校、１月２０日頃から埼玉県
内 私立 高校 の入 試が あり 、多 くの 生徒 がこの 入試に臨 みました 。そして 今、入試
結 果の 通知 が次 々と 届い てお りま す。 通知を 開けて「 合格」の ２文字を 見た時の
嬉 しさ は、 格別 のも のが あり ます 。中 にはス ライドア ップ合格 というも のもあり
まし た。合 格を手に した生徒 の皆さん、「おめでとうございます。」 ただ 、都 内私
立 高の 入試 が２ 月１ ０日 頃、 埼玉 県公 立高校 の入試は ２月２８ 日、３月 １日に実
施 され ます 。本 校３ 年生 の約 ８０ ％は 県公立 高校が第 １希望で すので、 まだまだ
こ れか らが 本番 です 。風 邪等 ひか ない よう健 康に留意 して、こ の受験（ 検）とい
う「壁」を乗り越えていってください。
２学年は、１月１６日に「東京ウォーク」を実施しました。今回のスローガンは、
『 ～ 一寸 光陰 ～ 新たな 「素敵」 を見つけ だそう』 でした。 この班別 行動は単
な る「 東京 見学 」で はな く、 約半 年後 に迫っ た「修学 旅行」の 準備を兼 ねた行事
で すの で、 指定 され た範 囲内 で見 学・ 体験を 行い、指 定された 場所・時 間内に先
生 のチ ェッ クを 受け られ るよ う、 事前 に行動 コースを 班員同士 で計画し なければ
な りま せん 。個 人個 人の 希望 と時 間の 制約、 費用等を 考慮して 計画を作 成するこ
と に苦 労と 意味 があ りま す。 当日 は一 ノ割駅 が出発と 帰着でし たが、多 くの生徒
が 「や り遂 げた 」と いう 満足 感い っぱ いの笑 顔で戻っ てくるこ とができ ました。
来年度の修学旅行に向けて大変素晴らしい成果が得られたと思います。
１学年は、長野県の菅平高原にて「スキー教室」を実施しました。スローガンは
『 Treasure 白い雪 笑顔と共に舞い上げよう 』でした。こちらも実行委員を中
心 に、 しお りを 見て 、お 互い に声 をか けなが ら自分た ちで判断 して行動 すること
ができ、日々成長する姿がみられました。（教頭先生より）３日間とも良好な天候
の中でのスキー講習となり、「自然に親しみ、自然の偉大さを実感する」体験がで
き たこ とと 思い ます 。３ 日目 には 、多 くの生 徒がリフ トを経由 してさっ そうと滑
ってくることができました。
保護者・地域の皆様へ。お蔭様で３学期も順調なスタートを切ることができまし
た。そして、３学期も残り２ヶ月です。２月は「逃げる月」、３月は「去る月」と
言われますが今後は「あっ」という間に過ぎていきます。『卒業式』という中学校
最 大の 行事 を有 終の 美で 飾れ るよ う、 教職員 一同一丸 となって 学校教育 に携わっ
ていく所存です。今後ともご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
尚、１学年スキー教室・２学年東京ウォークの様子は、緑中学校ホームページの
「学校の様子」でご覧いただけます。
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成長を見せた１年生スキー教室

２月の予定

スキー教室を大成功させようと頑張るリーダー
と、リーダーに協力しようとするフォロアーの姿
が印象的なスキー教室となりました。仲間との絆
を深めつつ、指示されなくても、先を見て、考え
て行動できる力が日を追うごとに向上するなど、
１年生全体の成長が感じられました。

「一寸光陰」２年生東京ウォーク
東京ウォークスローガン「一寸光陰」には、
「少
ない時間を無駄にしない」という意味が込められ
ているそうです。少ない時間の中でもグループの
仲間で友情を深めたり、地域の人との関わりを深
めたりすることで、新たな「素敵」を発見したい
という思いのこもったスローガンです。
当日は、このスローガン通り、２年生がみんな
で協力して、東京ウォークを充実したものとする
ことができました。
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全校朝会

安全安心ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

漢字検定
春日部市数学検証テスト
生徒委員会
第２回学校保健委員会
建国記念の日
木 1~6 特別支援学級合同学習会(東中)
３年期末テスト 火１～６
3 年期末ﾃｽﾄ 公立高出願事前指導
公立高出願日
公立高出願日
１・２年３送会練習
3 年志願先変更期間 1 年車いすﾊﾞｽｹ 少年を守る会(正善小)
3 年志願先変更期間 特別支援学級合同学習会(武里中)
資源回収日
１・２年授業参観・学級懇談
PTA 下半期運営委員会
公立高学力検査(3 年給食なし) 1･2 年期末ﾃｽﾄ

３月の主な予定
１日（金）１・２年期末テスト
公立高実技、面接
６日（水）３年生を送る会
７日（木）生徒委員会
８日（金）公立高入試発表日
１１日（火）３年球技会
１３日（水）卒業式予行 ３年給食終了
１４日（木）卒業式準備
１５日（金）第３６回卒業証書授与式
１８日（月）全校朝会
１９日（火）給食終了
２０日（水）２年球技会
市内書き初め展
２２日（金）１年球技会
２３日（土）資源回収日
○推薦 河井美結（３年生）県展に出品
２５日（月）大掃除
○特選 田村陽菜 藤枝未帆 松村麗（以上２年生） ２６日（火）修了式
江森乃愛 岡田真菜 坂本有羽（以上３年生）
○金賞 柴田和楓 森田颯斗 佐藤魁星 濵堀麻衣
春日こもも 小林日南子 金久保恵悟（以上
１年生） 木村咲月 島野美優 染矢涼
松藤紗衣（以上２年生）
井上彩花 甲斐妃菜（以上３年生）（敬称略）
※校内書初め展金賞の１年金久保恵悟君、２年松藤紗衣さんが、前号の学校だよりに記載漏れしており
ました。お詫びして訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。
-2-

