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四つの誇り 

校長 安藤 比呂子 

  本校には、「四つの誇り」があります。 

真剣に学ぶ学校  笑顔で挨拶をする学校  美しくしている学校  歌声の響く学校 

 

 笑顔で挨拶 生活委員会が朝の挨拶運動をしています。笑顔で挨拶を交わす。挨拶で笑顔になる。 

「挨拶は、たった２秒の自己紹介」といいます。「元気です。」「今日もがんばります。」「今日も見 

ていてください。」等々が、一言の中にそして、笑顔の中にはいっています。最近、朝の挨拶や廊 

下ですれ違うときの挨拶で、止まって笑顔で挨拶を返してくれる生徒が多くいることに気がつきま 

した。とても気持ちいいです。挨拶は、自分からするから挨拶で、相手にされてから返すのは、返 

事だという人もいます。ぜひ自分から笑顔で挨拶をして、一日をすがすがしいものにしましょう。 

 美しくしている 言葉遣い、姿勢、態度、掃除の仕方、物事 

に取り組む姿勢、やる気、がんばっている姿等々、相手や物に 

対する感謝の気持ちが現れるから美しくしている姿が生まれま 

す。５月１１日保護者の中山さんからトラクターをお借りして 

農園を整備しました。その後、グラウンドの整備にもトラクタ 

ーが入りました。上野教諭が運転しました。傍らでは、部活 

動の生徒たちが側溝の泥の撤去をすることになりましたが、進んで働く姿がありました。 

真剣に学ぶ ５月１５日、１７日に３年生の音楽で能楽教室が 

ありました。講師の幸 信吾先生と梅若泰志先生に「高砂」を 

教わりました。真剣な表情で小鼓と謡役を練習し、最後に男女 

合わせておこないました。一人一人が、真剣に学び努力する姿 

に加えて、仲間同士で助け合うこと。そして、真剣に取り組ん 

でいる仲間を認め合う姿 

が見られ能の世界に触れ 

ているいい顔をみること 

ができました。勉強も 

運動もチームワークが、 

一番です。 

                  ５月１５日（月）校内研修で教職員も真剣に学びました。 

                 川口消防署救急課の大柳様を講師に救急法を３部構成で研 

                 修しました。本番を想定した実践練習では、いざという場面 

を練習。どんな状況でも安全確保と救急隊との連携、心肺蘇 

生法の適切な実施を行い、救急隊員につなげることが大切。 

これからも、継続的な研修実施を続けていきます。 

～花と緑と心ふれあう学び舎～ 

住所:川口市西立野 1000 

TEL:048-298-0088 FAX: 048-298-0093 
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        6 月の行事予定 

日 曜 日程・行事 

1 木 衣替え移行期間 朝練スタート 学総大会代表者会議 時間割変更(653421)  

2 金 修学旅行(奈良京都方面)① 

3 土 修学旅行(奈良京都方面)②   

4 日 修学旅行(奈良京都方面)③   

5 月 (3 年修学旅行振替休日) 1 年校外学習事前指導(5 限) 

6 火 (3 年修学旅行振替休日) 1 年校外学習(こもれび森のイバライド) 

7 水 専門委員会 

8 木 生徒朝会(壮行会) PTA 植木の総合手入れ 

9 金 中・高水泳記録会 

10 土   

11 日   

12 月 衣替え完全実施 

13 火 全校朝会 

14 水 県通信陸上 水上自然教室説明会(5,6 限) 

15 木 県通信陸上 

16 金 PTA 高校見学会(南稜・埼玉栄・浦和西) 

17 土   

18 日   

19 月   

20 火   

21 水   

22 木 学総大会(野球,サッカー,テニス,バスケ,バレー,卓球,剣道) 3時間給食無し  

23 金 学総大会(野球,サッカー,テニス,バスケ,バレー,卓球,剣道) 3時間給食無し  

24 土 学総大会(野球,サッカー(予),テニス,卓球) 春季将棋大会  

25 日   

26 月 学総大会(野球,サッカー,テニス,バスケ,バレー)  テスト前部活中止期間  

27 火 学総大会(野球,サッカー,テニス,バスケ,バレー)  

28 水 学総大会(ハンド,体操)  

29 木 学総大会(ハンド,体操)    

30 金 3 年実力テスト 

3 年生修学旅行 

(６月２日～４日:３日間) 

「歴史と楽しめ我らの改新」の学

年目標のもと、今日まで準備を進

めていました。１日目に奈良、２

日目は京都班別行動、３日目は京

都クラス別行動の予定です。伝統

文化あふれる古都で、日本の歴史

をしっかりと学んでまいります。

また、事故に気をつけ、健康面に

も十分配慮しつつ、素晴らしい思

い出を作っていきたいと思いま

す。 

子どもを守る運動強化週間 

(６月１日～７日) 

 子どもを守る運動強化週間は、

川口市で行っているこどもを犯罪

から守る取り組みです。特に、登

下校時の生徒の安全は防犯の観点

からも大切なことです。学校・家

庭のみならず地域の皆様にもご協

力いただき、多くの目で見守って

いただければと思います。宜しく

お願い致します。 

☆★☆栄光の記録☆★☆ 
【女子ソフトテニス部】スプリングマッチ 団体３位 

岡部愛優 山本瑛里奈 宮城真央 星野桃花 鈴木ゆか 加藤遥香 

雨宮妃那 長迫杏奈 

【サッカー部】第 10 回大森杯争奪中学生サッカー大会 優勝 

齋藤真  神原洸汰 中島蒼太 藤城龍之介 三井涼雲 大橋剣心 

小坪昂平 加藤匠  中込翔  葛岡孝大  藤田大輝 小林佑  

湊柊吾  

 〃 最優秀賞 加藤匠  優秀賞 湊柊吾 

【歯科保健標語】 校内最優秀賞 

齋藤優正 髙橋一矢 加藤匠 岩井里紗 伊藤瑛久 山岸裕明 

【ダンス】 

・
                         準優勝 美濃碧 

・DANCE BATTLE atre cup 吉祥寺予選ｼﾞｭﾆｱ部門  優勝 美濃碧 

・Soulm 8 DANCE BATTLE UNDER15 2017 FINAL5th 予選   ３位 美濃碧 

・ALL JAPAN SUPER KIDS SOLO BATTLE 2017 関東予選 U-15 部門 準優勝 美濃碧 

・ALL JAPAN SUPER KIDS SOLO BATTLE（2017 当日最終予選 U-15 部門）準優勝  美濃碧 

・ALL JAPAN SUPER KIDS SOLO BATTLE（関東代表全国大会 FINAL）  Best8 美濃碧 

理科の実験による事故につい

て（お詫び） 

 ５月２５日の理科の授業中の実

験における事故、及び生徒が救急

搬送された件に関して、ご家庭、

地域の皆様には大変な不安と御心

配をおかけしました。心よりお詫

び申し上げます。 

 搬送された生徒は現在、全員登

校しており、学校生活を送ること

ができております。学校としまし

ては、安全管理体制についての見

直しを進めると共に、危機意識を

高めながら教育活動にあたってま

いります。御心配をおかけしたこ

とを重ねてお詫び申し上げますと

共に、このような事故が二度と起

きないように、学校の安全管理を

徹底してまいります。今後とも学

校へのご理解、ご協力を合わせて

宜しくお願い申し上げます。 

校長 安藤比呂子 


