高く志を抱き 心豊かに
たくましく生きる生徒の育成
心を磨く生徒 本気で学ぶ生徒 体を鍛える生徒
学校発展の原動力「信頼・責任・協力」を大切にし，
「文武両道」を実現し，地域と共に歩む学校をめざす

地域へ貢献活動 中山道ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
12月１日（水）の第５校
時に，全校生徒・職員によ
る「中山道クリーンキャン
ペーン」を行いました。
「見返りの松」から「赤城自動車」様角の交
差点までにわたる旧中山道沿いを綺麗にする取
組を５年前から行っています。
具体的な活動として，沿道にある落ち葉や枯
草等を取り除き，道路標識やカーブミラーを拭
き，汚れを取り除きました。
この取組は，幡羅中学校開校70周年を記念し
て始めたものです。新型コロナ禍でなければ，
ＰＴＡの方々と一緒に行う予定でしたが，生徒
・職員による取組となりました。学年ごと，ク
ラスごとに分担を決め，短い時間でしたが，活
動しました。
沿道にお住いの方や道路・下水道工事の関係
者の方から生徒へ労いの言葉をいただきました。
車で近くを通られた方からは，「幡羅中学生が
沿道を一生懸命に掃除している姿を見て，清々
しい気持ちになりました。」と、お電話をいた
だきました。
風が強く，掃いても掃いても落ち葉が残り，大変でしたが，皆，一生懸
命に取り組んでいました。有り難うございます。そして，お疲れ様でした！

1月の行事予定
１

合唱を通して深めるクラスの絆 ～学習発表会～
新型コロナウィルスの影響で，県や市の音楽会，合唱コンクールの中止
が余儀なくされる中，学年ごとに「学習発表会」を執り行いました。
本来であれば，全校生徒が一堂に会して「音楽会・合唱コンクール」を
行うところですが，新型コロナウィルス感染症の拡大防止・蔓延防止の観
点から，規模を縮小し，学年ごとに行う「学習発表会」として実施しまし
た。
飛沫の拡散を押さえるために，マスクを着用しての合唱となりました。
練習時間が制限される中での取組でしたが，どのクラスも，実行委員を中
心に今できることを精一杯に行い，学習の成果を発表していました。

青少年健全育成会～中学生の主張～
12月12日（日）深谷市民文化会館小ホールにて
「こども学びスタin深谷 中学生の主張」が行わ
れました。本校からは，津金暖人さんが出場しま
した。『平和と平等』をテーマに自身の考えを実
に堂々と述べ，優良賞をいただきました。

健闘光る幡羅中！～新人兼県民総合スポーツ大会地区大会～
12月11・18日を中心日として「新人地区大会」が行われています。新チームになっ
て初めて迎える公式戦です。残念ながら，県大会はありませんが，来年度の大会に向
けた前哨戦として，幡羅中生徒は，気合い十分で臨みました。その甲斐あって，団体
戦や個人戦での優勝，上位入賞者を数えると，たくさんの部が多くの成果を上げるな
ど幡羅旋風を巻き起こしています。（大会は，26日まで続きます。）
来たる日に備え，冬場の練習を怠ることなく，しっかりと体を鍛え，県大会さらに
は関東大会，全国大会を目指してください。
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上質な睡眠には，朝日と朝食が必要！～学校保健委員会～

生徒会専門委員会 水曜日課
ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｯｽﾝ(SUL)

SUL
SUL

木曜日課

11月26日の第6校時に，学校保健委員会を行いました。
講師に上級睡眠健康指導士の新矢様をお迎えし，「体内
時計を整えてより良く眠る方法」と題した講話をいただき
ました。 朝日を浴び，朝食をしっかり摂らないと，上質
な睡眠を得られず，「体内時計」を狂わせると，私たちの
生活に大きな影響を及ぼすことがわかりました。良質な睡
眠のために「早寝・早起き・朝ごはん」を徹底しましょう！

皆様の御支援に感謝申し上げます JAふかや/更生保護女性会
11月25日（木）にＪＡふかや様より，新型コロナ感染防止を目的に
した除菌スプレーを36本いただきました。
12月６日（月）に，深谷地区更生保護女性会様より，
幡羅地区役員の方がお見えになり，埼玉県推奨図書の中
から『青春の帝国』と『ヨンケイ!!』の２冊の書籍と心
のこもった「手縫いの雑巾」30枚をいただきました。
どちらも大切に使わせていただきます。有り難うございました。

お世話になりました 来年も宜しくお願いします
SUL

SUL

SUL

１月に入ると，３年生は「私立入試」の中心日を迎え
ます。健康管理には十分に気を付けてください。
御家庭の御協力をお願いいたします。

今年の世相を表す漢字一字が決定し，京都・清水寺の森清範貫主が「金」の一字を
揮毫（きごう）されました。これは，日本漢字能力検定協会が公募しているもので一
番多く寄せられた漢字が，今年の「漢字」に選ばれるというものです。
今年を振り返ってみますと，未だ収束の兆しの見えない「新型コロナウィルス」に
悩まされた年でした。学校行事は規模の縮小を余儀なくされたばかりか，楽しみにし
ていた多くの行事が中止となり，不安や悔しさが引き起こす「怒り」をやり過ごすし
かありませんでしたが，東京オリンピックでの過去最高数となる金メダルの獲得に国
中が沸くなど明るい話題がありました。本校も生徒，保護者，職員，地域の方々によ
って，支えられた１年でした。改めて，感謝申し上げます。有り難うございました。
令和となって４年目を迎えます。令和に込められた思いを再確認し，「幡羅中に集
う人々が美しく心を寄せ合う中で，幡羅中の新たな文化が生まれ育つ」という願いを
込め，来る年も幡羅中学校とそこに集う生徒が，さらなる高みを目指していけるよう，
職員が「チーム幡羅」の名の下に，一丸となって邁進して参りますので，引き続き，
保護者・地域の皆様の御理解と御協力，御支援をよろしくお願い申し上げます。

お子様をネットトラブル等から守るために，御家庭の御理解と御協力をお願いいたします。

新人地区大会 ～ 学校総合体育大会を目指して ～ ／

頑張ってます！ 我らが幡羅中！

12月11，18日を中心日に，26日まで行われる「新人地区大会」は，
12月10日（金）に，リモートによる表彰朝会を行いました。
新型コロナウィルスにより中止となった「新人兼県民総合スポーツ大
たくさんの生徒が，活躍しています。本当に喜ばしい限りです。既に表彰を
会」の代替大会と行われています。18日までの結果についてお知らせ 終えた人もいますが，まだ学校に賞状が届いていない人もいます。この場を借
いたします（11月に行われた陸上競技を除きます。
りて紹介し，皆さんの栄誉を讃えたいと思います。おめでとうございます！
【団体】
【文化・芸術】
剣道
男子
第１位
埼玉県第56回郷土を描く美術展
特選 野口 杏樹 さん
剣道
女子
第１位
埼玉県防犯ポスターコンクール
佳作 大沢
明 さん
女子バドミントン
第１位
入選 岩本 芽莉 さん
柔道
男子
第２位
埼玉県第63回埼玉県身体障害者福祉のための美術展 特選 岩本 芽莉 さん
女子ソフトテニス
第２位
第43回埼玉県埼玉の建業産業ポスターコンクール
男子ソフトテニス
１回戦惜敗
さいたま市教育委員会長賞 岩本 芽莉 さん
女子バレーボール
決勝トーナメント惜敗
審査員賞 上田
瞬 さん
男子バレーボール
第４位
埼玉県交通安全ポスターコンクール
佳作 大沢
明 さん
男子バスケットボール １回戦惜敗
埼玉県歯口の健康に関するポスターコンクール
優秀賞 新井 葉音 さん
女子バスケットボール １回戦惜敗
献血推進ポスターコンクール
埼玉県保健医療部長賞 町田 絢香 さん
女子ソフトボール
１回戦惜敗
埼玉県赤十字血液センター所長賞 髙橋 來夏 さん
軟式野球
１回戦惜敗
埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール
入選 前田 悠吾 さん
サッカー
準決勝（２５日）へ
税についての作文
埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞 永井 奏輔 さん
卓球男子
２５日予定
優秀賞 原口 陽奈 さん
卓球女子
２６日予定
大里地区文集「けやき」
特選 市川 未羽 さん
特選 御村 佳乃 さん
【個人】
特選 安藤 怜衣 さん
女子バドミントン
第１位 小川 蒼羅 さん・髙橋 美羽 さん組
特選 小川 蒼羅 さん
（ダブルス）
ベスト８ 森
花心 さん・蛭川 百栞 さん組
特選 藤本 真帆 さん
河田 成美 さん・元信 夢依 さん組
特選 小岩優唯奈 さん
男子バドミントン
第２位 篠原 輝季 さん
深谷市環境ポスターコンテスト
市長賞 藤川 遥佳 さん
（シングルス）
第３位 片貝 大翔 さん
深谷市美術制作会
入選 青木 結音 さん
女子バドミントン
第２位 小川 蒼羅 さん
深谷市児童生徒人権作文コンクール
優秀賞 太田 詩乃 さん
（シングルス）
第３位 髙橋 美羽 さん
入選 堺谷 梨咲 さん
柔道 男子 90㎏級 第１位 加藤 湊斗 さん
深谷市人権啓発ポスターコンクール
副会長賞 菅原みなも さん
柔道 男子 73㎏級 第１位 青木 大智 さん
柔道 男子 66㎏級 第１位 竹澤明日太 さん
柔道 男子 55㎏級 第１位 佐藤 風真 さん
柔道 男子 66㎏級 第２位 尾関
蒼 さん
柔道 男子 88㎏級 第３位 髙橋 翔也 さん
柔道 男子 60㎏級 第３位 栗原 新太 さん
柔道 女子
第３位 福島
叶 さん
剣道 男子
第１位 梅木 陸透 さん
剣道 女子
第１位 富
彩莉 さん
剣道 男子
第２位 北村 文弥 さん
剣道 女子
第２位 二瓶 なる さん
剣道 女子
第３位 持田
和 さん
剣道 女子
第３位 茂木 海優 さん
男子ソフトテニス
第２位 渡辺 幸誠 さん・岡田 悠阿 さん組
女子ソフトテニス
第２位 中島 琉花 さん・中島 柚花 さん組
卓球男子 シングル 第２位 杉原
輝 さん

