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均

心を一つに「しらさぎ祭」
（校内合唱祭）
校長 谷ヶ﨑 均
あいにくの雨となりましたが、落ち着いた雰囲気の中で「しらさぎ祭」を実施することができまし
た。ご来賓の皆様、地域、保護者の皆様もお越しくださり、生徒への温かいお言葉もたくさん頂戴し
ました。何よりの励みとなりました。
体育祭が終了して間もなく合唱の練習が始まりましたが、校舎内に響く歌声が日に日に澄んでいく
のが分かりました。コンクールですから、歌声を美しく響かせることが目標であることに変わりはあ
りません。しかし、その過程を通して学級の生徒の心を一つに合わせていくことが最も大切なことで
あると繰り返し教職員に伝えてきました。音楽の得意な生徒もいれば、苦手な生徒も必ずいるはずな
のです。その中で一人の生徒も仲間はずれにすることなく、みんなで支え合い、励まし合って歌声を
美しく響かせていくこと、みんながこの時間を共にすることができた幸せが感じられるようにと指導
を重ねてきました。また、今年度からは生徒と共にこの時間を楽しもうと、プログラムに教職員によ
る合唱を新たに加えました。お聴きいただいた皆様、いかがだったでしょうか。
ところで、しらさぎ祭の前に、PTA の皆様が会場である体育館のカーテンを修繕してくださいまし
た。ずいぶんいたんでいましたので大変な作業となったと伺っています。埃まみれになって、一カ所
一カ所丁寧に縫い合わせ、
消毒までしてくださいました。合唱祭が実り多いものになるようにとの PTA
の皆様の思いが伝わってきます。そのような中で「しらさぎ賞」となった３年５組、
「２学年金賞」と
なった２年５組、そして吹奏楽部は１０月２７日の町内小中音楽会にも参加してきました。その際に
も多くの励ましのお言葉を頂戴しました。皆様方にお支えいただいたしらさぎ祭を今後も大切にして
まいりたいと思います。ありがとうございました。
さて、教職員の勤務時間の実態を今年度から調査してきましたが、９月の調査結果を見ると、１か
月間での超過勤務時間で、最長は１７０時間超（部活動を含めて）、健康障害リスクが高まるとされる
８０時間を越えている職員（厚生労働省ホームページより）は半数に上るなど、予想を遙かに上回っ
ていました。既にご案内の通り、今年度から月１回の「ふれあいデー」
（教職員が定時で退勤）の完全
実施を目指しており、保護者の皆様にもご協力を頂いています。また、勤務の効率化も図っていかな
ければなりませんが、今後、過重労働軽減に向けて（１１月は「過労死等防止啓発月間」）更にご協力
をいただくことがあると思いますが。何卒ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。
この度、本校は「埼玉県学校環境緑化コンクール」に於いて優良賞をいただきました。その際、資
料を作成していて分かったことですが、開校間もない頃、多くの方のご尽力をいただいて、一本一本
手作業で植樹されていました。時には雪の中での作業もあったようです。先人の思いをこれからも大
切にしてまいりたいと存じます。

カラー結成集会（6/5）

第３１回しらさぎ祭

１１月の主な行事
1 水
2 木

５６１２３４の順 ３学年写真撮影
集金袋配布 ３年三者面談 あいさつ運動２－３
集金日 金曜日授業 ３年生受験用写真撮影
２年実力テスト ３年三者面談

3 金

文化の日

4 土

県駅伝

5 日
6 月

木曜日授業 １２５６３４の順 ３年三者面談
あいさつ運動2-3 岩槻北陵高校就労体験１名10日まで

7 火

2年社会体験事業

8 水

2年社会体験事業 ３年三者面談
あいさつ運動2-3 第１回地区理事理事会

9 木

月曜日授業

３年三者面談

2年社会体験事業

10 金

３年三者面談

11 土

町Ｐ連スポーツ大会

３年埼葛テスト

12 日
13 月

Ｃ週開始 ⑤生徒会選挙
１・２年定期テスト２週間前

14 火

県民の日

15 水

45分授業

16 木

3年期末テスト

17 金

3年期末テスト

あいさつ運動2-4

あいさつ運動2-4

18 土
19 日
20 月

④学活 ⑤任命式・引き継ぎ式
あいさつ運動2-4

21 火

45分授業

専門委員会（後期）ふれあいデー

22 水

45分授業

あいさつ運動2-5

23 木

勤労感謝の日

24 金

45分授業

25 土

諸活動停止

1・2年ステップアップの日

26 日
27 月

あいさつ運動2-5

28 火

50分×3時間授業

④⑤⑥カット

29 水

1・2年期末テスト

あいさつ運動2-5

30 木

開校記念日

部活動終了16:45

完全下校17:00

○谷道ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰが産前の休暇に入ります。
後任は決まり次第お知らせいたします。
合唱の部結果は裏面へ

しらさぎ賞は 3 年 5 組
～スローガン～

考案者：３－４ 尾山

思音さん

『光り輝く仲間と共に 魅せよ われらの歌声
～輝け 二中の華～ 』
～しらさぎ祭合唱審査結果～
【特別賞】 支援ルーム ハンドベル合奏
【１年生】 金賞 ３組「Let’s serch for tomorrow」
銀賞 ４組「怪獣のバラード」
優秀指揮者賞 ５組 石塚 涼平さん
優秀伴奏者賞 ２組 出川 希 さん
【２年生】 金賞 ５組「心の瞳」
銀賞 ３組「地球の鼓動」
優秀指揮者賞 １組 熊谷 勇葵さん
優秀伴奏者賞 ２組 内山 百華さん
【３年生】

金賞 １組「そのひとがうたうとき」
銀賞 ２組「走る川」
優秀指揮者賞 ２組 阿部 達樹さん
優秀伴奏者賞 １組 小林 優茉さん
※しらさぎ賞※
３年５組「信じる」
最優秀指揮者賞 ３年４組 齊藤 心優さん
最優秀伴奏者賞

３年３組

佐藤 凪紗さん

松伏町小中学校音楽会

10/27(金)於：エローラ

しらさぎ賞の３年５組と２学年金賞の２年５組、吹奏楽部が学校代表として出場しました。
美しい歌声・音色がホールいっぱいに響き渡りました。

北葛駅伝大会 男・女ともに
連覇！ 県駅伝出場
１０月１７日（火）に杉戸町国体記念公園におい
て、北葛駅伝競走大会が開催されました。本校はこ
の大会で男女ダブル優勝Ｖ２を達成しました。１１
月４日（土）に熊谷スポーツ文化公園で行われる埼
玉県駅伝に北葛代表として、男女揃っての出場が決
定しました。
【男子Ａチーム】優勝
※（ ）内区間順位
1 区（1 位） 2 区（2 位） 3 区（3 位）
4 区（1 位） 5 区（1 位） 6 区（1 位）
熊谷勇葵さん 大庭大直さん 松坂尚樹さん 赤渕来地さん 山﨑亮汰さん 菊地圭祐さん
【女子Ａチーム】優勝
1 区（1 位） 2 区（3 位） 3 区（1 位）
4 区（4 位） 5 区（2 位）
小林美侑さん 瀬戸山真唯さん曽根茉鈴さん 鈴木彩音さん 内山百華さん
【女子Ｂチーム】第 4 位
1 区（6 位） 2 区（5 位） 3 区（5 位）
4 区（5 位） 5 区（5 位）
荻原美桜さん 塙麻里衣さん 坂本夕梨愛さん関口冬音さん 倉重ひかるさん
【男子補欠】松本栄太郎さん 勅使河原天斗さん
【女子補欠】杉田心愛さん
山内聖未さん
落合由凜菜さん

いつもありがとうございます～Ｐ Ｔ Ａ 活動～
○１０月 1 日（日） 第２回資源回収へのご協力、地
域・保護者の皆様ありがとうございました。また、
担当部活生徒のみなさん、ご苦労様でした。
○１０月１２日（木） しらさぎ祭に向けて、体育館
の暗幕の修理をしていただきました。重みでほつれ
た金具の部分の補修を重点的にお願いしました。
○１０月２５日（水） ＰＴＡ主催の第２回高等学校
見学会で、私立花咲徳栄高等学校、私立叡明高等学
校の二校を訪問しました。

11 月は…
〈１１月１日は、「彩の国教育の日」〉
埼玉県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月１
日を「彩の国教育の日」、 １１月１日から７日までを「彩の国
教育週間」としています。期間中は、県や市町村、学校、社会体
験施設、各種団体等で、学校公開や親子向け体験教室などの事業
を多数実施しています。 是非ご参加ください。
〈１１月はいじめ撲滅強化月間です〉
埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅強化月間」に制定し、いじめの
根絶に集中的に取り組んでいます。

