幸手中学校だより令和３年９月１日（水）発行
校

是

「全力は美なり」

学 校 教 育 目 標 「学び続ける生徒」「心豊かな生徒」「活力ある生徒」
目指す学校像 「自ら課題を求め、目標に向かって進んで努力する生徒が集う学校」
【生

徒

数】

１年 149名

２年 161名

３年 156名

合計 466名

時差登校・分散登校から始まる２学期
校長 島方

勝弘

８月２７日現在、埼玉県内で感染者は累計で９万５８８０人となり、幸手市でも８月２
５日現在で累計４２０名の陽性者が確認されています。昨年２月１日に本県において新型
コロナウイルス感染者が確認されてから、３月には史上初めての全国一斉休校を経験しま
した。４月７日からは初めての緊急事態宣言が出され、５月２５日に解除されましたが、
５月末まで休校が続きました。今年に入ってから１月８日に２度目の緊急事態宣言が３月
２１日まで出され、４月２０日以降はまん延防止等重点措置となり、私たちは新型コロナ
ウイルス感染症に日々悩まされ、社会生活も一変してしまいました。
８月に入ってからデルタ株への置き換えが進行し、爆発的な勢いで感染拡大が進行し、
８月２日からは３度目の緊急事態宣言が出され、その期日も９月１２日まで延長されるこ
ととなり、その中での２学期の開始となりました。
私たちは、長い自粛生活の中で、自然にコロナウイルスに慣れ、自粛ムードもオリンピ
ック開催や夏の甲子園大会などの世界的、国民的行事の開催とも相まって「正しく畏れる」
意識が薄くなってしまっているのかもしれません。皆さん一人ひとりが高い意識をもって
感染予防対策を実践しないといつまでたってもコロナ禍が終わらない気がします。
「コロナ疲れ」と言われていますが、私たちにとっては日々がかけがえのないものです。
もう少しの辛抱と、学校ですので「学びを止めない」気持ちを生徒の皆さんは強く持って
欲しいと思います。
◯引き続き気をつけたいこと
・家族や自分の健康管理をしっかりと行い、自らが感染しているとの気持ちをもって、他
人にうつさないように生活します。（マスクの着用、こまめな手洗い・うがい）
・今まで通りの生活を今一度振り返り、人との接触をなるべくさける努力をします。
・大声を出したり、友達との接触は避けます。（公衆衛生、マナーに注意します。）
・休み時間や昼休みなど極力静かに生活します。給食は黙食で。おしゃべりは控えます。
・風邪の症状やだるさがある場合には登校はひかえ、自宅で休みます。（新型コロナウィル
ス関連のお休みは欠席扱いにはしません。安心して休んでください。また、家庭で体調
不良者がいる場合も感染予防のためお休みしてください。）
◯２学期を迎えて取り組んでほしいこと
・今後休校になることも考えられます。分散登校中にタブレットを持ち帰ってもらいます
ので、オンライン授業を行うことも考えていますので、ぜひタブレットの使い方をこの
機会にマスターしてください。生徒の皆さんの時間はとっても貴重です。「学びを止めな
い」ためにもタブレットの正しい使い方、新しい学習の仕方を覚えましょう。
・適度な運動や体を動かすことも大切です。かなり体力が低下している可能性があります。
室内でできる体操など体力を戻すこと、熱中症予防、規則正しい生活習慣なども意識し
て生活しましょう。
・大切な家族、友だち、先生方に迷惑をかけないためにも、基本的なルールやマナーをし
っかり守り、自分勝手な判断で行動をしないように心がけてください。

生徒の健全育成のために、地域での見守り活動にご協力を
いただいています。会の中で「あいさつができる生徒が多く、制
服を着て登下校する姿が実に中学生らしい」、「自転車の乗り
方、信号待ちの様子に課題」等、貴重なご意見をいただきまし
た。登下校の様子、特に自転車の乗り方については、地域の方
からご指摘を受けることもあります。安全指導はもちろん、道路
はみんなが使うものであり、他者を思いやる行動が進んででき
るよう、継続して指導してまいります。
保護者･地域の皆様におかれましては、「地域の子供達」と
いう視点で今後もお声かけ頂ければ幸いです。よろしくお願い
いたします。

毎年４月に新入生を対象に「幸手中生の一日」という時間
を設け、中学校生活の説明を行っています。一例として、制服は
これから登校するという気持ちの切り替えであり、幸手中生で
あるという自覚を表しているものと話しています。また、各教科
で学校に置いておいてよい教材を示し、登下校の負担を軽減
できるように勧めております。
9月も残暑が厳しいことが予想されます。自分の体調、季節
に合わせて服装を考える、学校でもエアコン等を適切に使用し
ながら、生活リズムを整え、健康的な学校生活が送れるよう、支
援を継続していきます。ご協力をお願いいたします。

■第67回全日本中学校通信陸上競技大会埼玉県大会
・1年男子100ｍ 第1位 宮＊＊＊
・2年男子100ｍ 第8位 田＊＊＊
■令和3年度学校総合体育大会 県大会
〇男子卓球 シングルス 第3位 3年 佐＊＊＊＊
〇陸上競技 中学1年男子100m 第1位 宮＊＊＊
〇女子ソフトテニス 団体 3回戦惜敗
個人 皆＊・島＊ペア 3回戦惜敗
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2学期始業式（時差登校） 部活動・諸活動なしの日
給食開始 分散登校
分散登校

分散登校

1、.2年確認テストＡ（国・数）実施期間

生徒会朝礼 第１学年保護者会 分散登校

保健実習

第２学年保護者会 分散登校 保健実習
部活動・諸活動なしの日
９ 木 第３学年保護者会 分散登校
第３回ＰＴＡ本部役員・常任委員会
10 金 専門委員会 安全点検日 幸手・杉戸班英語弁論大会

表彰朝礼
校内道徳授業研究会

部活動なし

第2回東部地区学力検査 評議会 新人体育大会陸上地区予選
新人体育大会陸上地区予選予備日 埼葛英語弁論大会

祝 敬老の日
新人体育大会地区予選（1日目） ３時間授業 給食なし
新人体育大会地区予選（2日目） ３時間授業 給食なし
祝 秋分の日
新人体育大会地区予選（3日目） 5時間授業 給食あり
新人体育大会地区予選予備日
第１回学校運営協議会（書面開催）
部活動・諸活動なしの日

↗ 特選 1年 小＊＊＊
金賞 3年 山＊＊＊ 吉＊＊＊ 兼＊＊＊＊
県大会で素晴らしい成績を収めた選手たちが関東大会に出場しま
小＊＊＊ 小＊＊＊ 中＊＊＊＊ 野＊＊＊
した。さらに男子卓球部 佐＊＊＊＊選手はベスト16に入り、全国大
下＊＊＊ 杉＊＊＊
中＊＊＊
間＊＊＊
会に出場しました。
2年 入＊＊＊ 邊＊＊
大＊＊
田＊＊＊
■令和3年度第49回関東中学校陸上競技大会出場
金＊＊＊ 増＊＊＊
中学1年男子100m 宮＊＊＊ 予選2組4位
1年 山＊＊＊ 佐＊＊＊ 竹＊＊＊＊
■令和3年度第49回関東中学校卓球大会
松＊＊
小＊＊＊ 下＊＊＊
男子卓球 シングルス ベスト16 3年 佐＊＊＊＊
■幸手地区硬筆展
令和3年度全国中学校体育大会
金賞 2年 山＊＊
村＊＊＊（※県展出展）
第52回全国中学校卓球大会出場！
銀賞 3年 伊＊＊
津＊＊＊
和＊＊
會＊＊＊
田＊＊＊
2年 坂＊＊＊ 中＊＊＊ 山＊＊＊
■校内硬筆展
1年 小＊＊＊ 田＊＊＊＊ 増＊＊＊
特選 3年 伊＊＊
津＊＊＊ 和＊＊ 會＊＊＊
三＊＊＊ 伊＊＊＊
田＊＊＊
■第59回埼玉県硬筆中央展覧会
2年 山＊ ＊ 坂＊＊＊ 村＊＊＊ 中＊＊＊
特選賞 2年 村＊＊＊
優良賞 2年 山＊＊
山＊＊＊
■埼玉県吹奏楽コンクール地区大会 中学校Aの部
1年 田＊＊＊＊ 増＊＊＊ 三＊＊＊ 伊＊＊＊ ↗
銅賞 幸手中学校

