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“力”を尽くす学校・“ことば”を尽くす学校・”気持ち”を尽くす学校

“力” ・ “ことば” ・ “気持ち” を尽くして活躍し成長しよう！
校 長大増中学校長
菊 野
大
猛暑と台風の猛威を思い知らされた長い夏休みを終えて、今日から第２学期です。
生徒の皆さんは、この長かった夏休みに、学習、部活動などの様々な取組に“力”
や“気持ち”を尽くして大きく成長したことでしょう。パワーアップした皆さん一
人一人の今後の活躍を楽しみにしています。
どうぞ、夏休み中に蓄え、磨き上げ、より高められた“力”と“気持ち”を２学
期の様々な大増中での取組（活動）に惜しみなく尽くしてください。そして、大増
中の２学期を活力と潤いで、より一層満たしてください。これを実現して、大増中
のことを皆さん一人一人が誇れる学校へとさらに成長もさせてください。
皆さん一人一人、そして大増中がこの２学期によりよく伸びていくには、具体的
な目標を掲げることも大切です。各学年の皆さんがそれぞれ次のようなことに対す
る見通しをもって、２学期の具体的な目標を設定してみてはどうでしょう。
◆
◆
◆

３年生は、自分の進路をよりよく確実に切り拓くために一日一日、確かに
努力を重ねること。
２年生は、３年生に代わって大増中を支え、大増中ならではの心地よい雰
囲気を引き継いで、さらに築き上げること。
１年生は、友だちを思いやることを本気で大切にして、学級や学年のまと
まりを一層強めること。

掲げた目標を確実に実現することを目指して、
“力”と“気持ち”
、そして“こと
ば”を尽くす皆さん一人一人の２学期の活躍に、大いに期待しています。
保護者の皆様、２学期も本校教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
２学期は生徒にとって、充実と成長の学期です。毎日の授業、学校行事、部活動に疲れを
感じる生徒もいるかもしれません。また、友人関係で悩むこともあるかもしれません。そ
んな時は、お子さんの話に是非、耳を傾けてあげてください。
また、ご相談等ございます折には、学級担任等へ遠慮なくご連絡ください。今学期も、
学校と各ご家庭が手を携えて、一人一人の生徒の成長を支えてまいりたいと思います。
地域の皆様、本校生徒の見守りを夏休み中もありがとうございました。お陰様で、夏休
み中の大きな事故等は本日現在、本校生徒に発生していないと承知しているところです。
２学期も引き続き、地域における本校生徒の見守りをよろしくお願いいたします。

１学期のまとめと２学期の抱負
～

これから頑張りたいこと

中学校生活は、部活動や行事
に勉強と、いろいろ大変でし
た。でもそれ以上に、いろいろ
なことに挑戦することはとて
もやりがいがあると思ってい
ます。まだまだ始まったばかり
の中学校生活をこれからも全
力で取り組んでいきたいです。
１年 Ｎ．Ｙ． さん

～

１学期の終業式と２学期の始業式では、各学年
の代表者が、これから頑張りたいことなど、目標
を発表してくれました。

２年生の１学期が終わり、い
よいよ中学校生活の折り返し
地点になります。
２ 年生は ２学期 から学校 全
体のリーダーとなります。今ま
でもそうだったように、仲間と
協力して全力で頑張りたいで
す。
２年 Ｒ．Ｋ． さん

勉強では、数学を特に頑張りました。これまで
の計算方法をマスターしたので、次は平方根の計
算に挑戦したいです。２学期は、合唱祭がありま
す。最後の合唱際なので、感動する素晴らしいス
テージにしたいと思います。
５組６組 Ｅ．Ｎ． さん

学習面では、基礎をしっかり
固め、苦手な内容をなくしたい
です。生活面では、体力が落ち
ないよう工夫し、生活のリズム
を崩さないようにし、２学期よ
り良いスタートをきれるよう、
夏休みを充実したものにして
いきたいです。
３年 Ｈ．Ｕ． さん

【１学期終業式での発表】

３つ目は合唱際です。私は音楽が好きです。そして、

学習には継続性と計画性が必要です。日々の授業を

伴奏者になりました。初めのうちは、指揮者や全員

まじめに受けるだけで満足せず、家庭での予習・復

とリズムを合わせることも難しいと思いますが、た

習にも力を入れると、課題をきちんと取り組むこと

くさん練習して、本番では心を一つにして聞いてく

ができ、定期テストの勉強にもつながってくると思

れる方々に感動してもらえる合唱を届けたいです。

います。だから、継続性と計画性を目標に、家庭で

１年

Ｋ．Ｍ．さん

の学習に力を入れていきたいです。
２年

Ｒ．Ｓ．さん

私は、「何事にも意識を持つ」ということを心がけて生活
したいです。一度立ち止まり、今とこれからの自分につ
いて考えたとき、おのずとやるべきことが見えてきま

日 曜

した。それは、自分の行きたい高校に合格するため、

1 土
2 日

最大限の努力をすることでした。気を抜かないよう、
日々勉強に取り組みたいと思います。
３年

Ｋ．Ｉ．さん

ぼくが２学期に頑張りたいことは３つあります。
１つ目は、体育です。その中でも特に壁倒立です。
壁倒立は、腕の力で支え、体幹が鍛えられていな
いとまっすぐたてないので、僕には重要で必要な
課題です。１学期よりもできるように頑張ります。
５組６組
Ｓ．Ｔ．さん

9月

3 月 第2学期始業式
4 火

小中合同避難訓練
給食開始

日 曜

9月

15 土 立野小運動会
16 日
17 月 敬老の日

18 火 第2ブロック授業開始
19 水

5 水 埼葛学力検査②

20 木 お話会①
6 木 環境美化活動

21 金
7金

22 土
23 日 秋分の日
24 月 振替休日

8 土
9 日

10 月 教育実習後期（～9/28）

25 火 新人兼県民総体予選①

11 火 生徒朝会（壮行会）

26 水 新人兼県民総体予選②

12 水

27 木 学校生活ｱﾝｹｰﾄ

13 木 新人（陸上予選水泳県）

28 金 新人予選(ﾊﾝﾄﾞ・ﾃﾆｽ）

14 金

新人予選(ﾃﾆｽ）

専門委員会（前④）
薬物乱用防止教室(学校保健委員会②)

29 土 市内科学展
30 日 市内科学展

非行防止教室

７月６日(金)に、「情報社会で安全に生活するために」というテーマで、
KDDI スマホ・ケータイ安全教室認定講師の先生をお迎えして非行防止教室を
行いました。こんなときどうする？と、ひとつひとつを話し合いながら、考
えることができました。
スマートフォンの使用方法な
どを、家族としっかり相談をし
て、ネット上のトラブルに巻き込
まれないようにしたいと思いま
した。また、友達とのメール等で
のやりとりにも、言葉の使い方に
気をつけていきたいです。
３年 Ｒ．Ａ．さん

異年齢交流体験学習

～国際理解教育～立野小６年生 大増中３年生
７月４日(水)には、６カ国の国々
の講師の先生方をお迎えして、世界
の国々の文化、特に食文化について、
教えていただきました。
まず、日本と食べるものが違うこ
とは知っていたのですが、羊や馬、
牛を食べるにしても、調理方法が全
然違うことを知り、本当に驚きまし
た。羊の内臓や、頭をとってその中
に焼き石を入れて食べる「ホルホグ」
という料理が一番印象的でした。
それに、モンゴルは首都に全人口
の三分の一が集まっているというこ
とも驚きました。
３年 Ｅ．Ｓ．さん

特殊詐欺被害防止･交通事故防止標語
七夕飾りの贈呈式

振り込み詐欺被害防止や、交通事故防
止についての標語や願いを「たんざく」
に込め、七夕飾りを作成し、病院に贈呈
しました。

小中合同学習会

５組・６組

７月３日（火）に、「七夕飾りをつくろう」と、小中合
同学習会を行いました。ひとつひとつ丁寧に、やり方を伝
えることができました。
今日は交流会で、自分が小学生にきちん
と教えることができました。できない人
には、自分でやってあげて、少しアドバ
イスしました。みんな上手につくること
ができたので良かったです。
５組 Ｙ．Ｋ．さん

上級学校説明会

３年生

学校保健委員会

保健委員会

７月１３日（金）埼玉県内の公立・私立高等学校の先生方か
ら、それぞれの学校の特徴について、お話しいただきました。
これからの進路選択に参考となりました。

７月１９日（木）第１
回学校保健委員会では、
３年生の保健委員会の取
組発表と、スクールカウ
ンセラーＦ．先生の講演
で、「心の健康」につい
て考えました。

サマースクールボランティア

小中合同研修会
大増中、立野小、二つの学校の先生
方で、研修会を行いました。これから
も、小中一貫教育の良さを活かしてい
きます。

夏休みに入って、立野小の算数の学習のアドバイス
に、大増中生が挑戦しました。一つ一つ丁寧にわかりや
すく伝えるように工夫する姿が印象的でした。

