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〈学校教育目標〉
心身ともに健康で
自ら行動する生徒の育成

〈目指す生徒像〉
○夢を持ち、自ら学ぶ生徒（自主）
○心豊かで、思いやりのある生徒（敬愛）
○心身ともに健康な生徒（錬磨）

苦しさを乗り越え成長できたロードレース記録会
例年１１月に実施している全校生徒揃っての「校内ロードレース大会」は、９

月の分散登校により授業数が減少してしまった影響で残念ながら行うことがで

きませんでした。その代わりに、各学年ともに体育の授業としてでロードレース

のコースを走りタイム計測をしました。

同じ学校行事でも体育祭や合唱コンクールは、いかにクラスの人達と団結・

協力するか、自分と他の人達との関係作りがポイントになります。それに対し

て、ロードレースは苦しさに耐えようとする自分との闘い、つまり、他の人は関

係ありません。「苦しいから歩きたい」という気持ちになった時、その気持ちの

ままに歩いてしまえば、苦しさからは逃れられます。しかし、得るものは何もあ

りません。ほとんどの生徒がそのことを理解し、それまでの自己タイムを１秒でも上回れるように、男子は3,150ｍ、女

子は2,370ｍを頑張って走っている姿に感動しました。（下表中の◎は、校内新記録です。）

【第１学年男女別上位者】
男 子 タイム 女 子 タイム

○○○○ 11′35 ○○○○ 9′20
○○○○ 11′35 ○○○○ 9′44
○○○○ 12′17 ○○○○ 9′53
○○○○ 12′25 ○○○○ 10′06
○○○○ 12′26 ○○○○ 11:00
○○○○ 12′27 ○○○○ 11′03
○○○○ 12′46 ○○○○ 11′05
○○○○ 12′57 ○○○○ 11′06
○○○○ 13′10 ○○○○ 11′06
○○○○ 13′24 ○○○○ 11′18

【第２学年男女別上位者】
男 子 タイム 女 子 タイム
○○○○ 10′46◎ ○○○○ 9′28
○○○○ 10′50◎ ○○○○ 9′53
○○○○ 10′57◎ ○○○○ 10′08
○○○○ 11′13 ○○○○ 10′14
○○○○ 11′27 ○○○○ 10′22
○○○○ 11′33 ○○○○ 10′44
○○○○ 11′34 ○○○○ 11′00
○○○○ 11′45 ○○○○ 11′10
○○○○ 11′47 ○○○○ 11′23
○○○○ 11′56 ○○○○ 11′24

【第３学年男女別上位者】
男 子 タイム 女 子 タイム
○○○○ 10′59 ○○○○ 10′17
○○○○ 11′21 ○○○○ 10′21
○○○○ 11′32 ○○○○ 10′38
○○○○ 11′36 ○○○○ 10′44
○○○○ 11′45 ○○○○ 11′00
○○○○ 11′48 ○○○○ 11′03
○○○○ 12′02 ○○○○ 11′17
○○○○ 12′07 ○○○○ 11′24
○○○○ 12′11 ○○○○ 11′29
○○○○ 12′18 ○○○○ 11′33

万全な感染症対策で、念願の修学旅行に行ってきました
本校では毎年１２月に２年生が京都・奈良方面に修学旅行に行くことになっていま

す。しかし、昨年度に引き続き今年度も、新型コロナウイルスの感染拡大により実施

できるかどうか心配されましたが、幸いにも１２月に入り全国的に感染者数が減少し

てきたため何とか行ってくることができました。ただし、食事は全て黙食、無言で入

浴、お菓子は持参しない、新幹線の座席は対面にしない、自由時間を含め大声を出さ

ないなど、感染症対策を講じた上での実施でしたので、学校を出発するまでは生徒達

にとって楽しみが半減してしまうのではないかと心配をしましたが、旅行中の生徒達

の様子は本当に楽しそうで「行かせてあげられて良かった」と心底嬉しく思いました。

一人一人がしっかりと感染症対策を行ったことにより、乗り物酔いはありましたが、

それ以外に体調不良を訴える生徒はおらず、保健室利用者がゼロであったのは何より

でした。また、全員がルールを守れたことによりトラブルもなく終了できました。

コロナ禍でもよく頑張りました ～ご支援・ご協力ありがとうございました～
一年で最も授業日数が多い２学期が本日で終わりました。今学期がスタートした９月は、新型コロナウ

イルスの感染拡大の状況がひどく、分散登校の形で始まりました。その影響で３年生は修学旅行だけでな
く、それに代わる日帰りの校外学習までもが中止になってしまいました。しかし、３年生は心の中で悔し
さ、悲しさ、むなしさ等を感じながらも、自分たちの置かれている立場をわきまえ、受験生という自覚を
持って授業や受験勉強を頑張って２学期を過ごしていた姿は立派でした。また、１・２年生にとっては県
大会まで続く新人戦が実施できなかったことが心残りのことと思います。
１０月以降は新型コロナウイルスの感染状況も落ち着いてきたので、多くの行事が規模を縮小したりは

しましたが、ほぼ予定通りに実施できたのは何よりでした。そして、全校生徒がこれらの行事を通して着
実に成長できたことを嬉しく思っております。この子どもたちの成長の陰には、保護者や地域の皆様の子
どもたちへの温かい見守りと学校の教育活動へのご理解とご協力があったからこそと心より感謝申し上げ
ます。３学期も引き続き、よろしくお願いいたします。
残すところあと１週間で令和３年も終わります。皆様、良いお年をお迎えください。



おめでとうございます
☆環境イラストコンテスト ☆川越市防災ポスターコンクール
【優秀賞】 【銅賞】２年 ○○○○、１年 ○○○○
３年 ○○○○、２年 ○○○○、１年 ○○○○ ☆のぞいてみよう！私たちの郷土川越展絵画の部

【秀作賞】 【入選】１年 ○○○○
３年 ○○○○・○○○○、２年 ○○○○ ☆川越市ダンス発表会

【佳作】２年 ○○○○ 【ダンス賞】
☆私たちの自然を守ろうポスターコンクール ３年 ○○○○・○○○○・○○○○・○○○○
【優秀賞】２年 ○○○○ 【功労賞】１年 ○○○○ ○○○○・○○○○・○○○○

☆埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール 【リズム賞】
【入賞】３年 ○○○○ ３年 ○○○○・○○○○・○○○○・○○○○

☆川越地区学校・警察連絡協議会善行表彰 ○○○○・○○○○・○○○○
１年 ○○○○ 【ファイト賞】

☆にいがたマンガ大賞 ３年 ○○○○・○○○○・○○○○・○○○○
【審査員特別賞】３年 ○○○○ ○○○○・○○○○・○○○○・○○○○

☆税についての作文コンクール ○○○○・○○○○・○○○○
【埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞】 ☆川越市優秀選手賞
３年 ○○○○ 【水泳の部】１年 ○○○○

【入選】３年 ○○○○ 【ダンスの部】２年 ○○○○・○○○○
【チアダンスの部】２年○○○○ 、１年 ○○○○

冬季休業中の部活動予定表お 知 ら せ
１ １１月に開催しました合唱コンクールは
新型コロナウイルス感染拡大防止のために
保護者への公開は残念ながらできませんで
した。そこで、写真業者が撮影しました写
真を現在ネット販売しております。申込は
来年１月１７日（月）までとなっておりま
す。詳細につきましては、すでに生徒に配
布済みの文書で確認をお願いいたします。

２ 来年１月４日（火）は、１０月３０日（土）
に実施しました土曜授業の振替休日のため
本校は閉庁日となります。

お 願 い
１ 冬休み中、生徒本人や同居するご家族の方

の新型コロナウイルスの感染が疑われ、濃厚

接触者やPCR検査等の対象者になった場合

は、必ず学校にご連絡ください。なお、土・日

や閉庁日（１２月２９日～１月４日）は、川越市

役所（２２４－８８１１）に電話をしてください。

２ 冬休みは、お子さんが普段よりをＳＮＳを利用

する時間が増えることが予想されます。トラブ

ルを起こさない、トラブルに巻き込まれないよう

にするために、子どものＳＮＳの使用に関しまし

て、子どもに任せっきりにせず保護者として関

心を持って見守り、指導をお願いします。
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