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

深谷の子「６つの誓い」の日

みんなちがってみんないい ～ 人権感覚を磨くために ～

深谷市では，「夢とこころざしをもち，
幡羅中学校の人権月間にあたり，人権朝会で，次のような話をしました。
まごころと思いやりのある深谷の子」を育
人権とは，「人間が人間として生まれながらにもっている権利」のことであり，「人
むため，渋沢栄一翁の心を受け継ぐ深谷教 が人として尊重される権利」のことです。
育として，深谷の子「６つの誓い」という
ですから，まずは，皆さんが自分自身を大切にしてください。自分自身を大切に思
行動目標を立て，日々，取り組んでいます。 える人になってください。同時に，自分以外の他の人も大事な存在として大切にする
６つの行動目標は，栄一翁が大切にした 人，大切にできる人になってほしいと思います。自分自身を大切にし、他人の存在も
「立志の精神（夢とこころざし）」から３ 大切にするためには，「安心と自信，自由」が保障されなければなりません。ここで
つ，「忠恕の心（まごころと思いやり）」 いう自由とは，選択肢を選ぶ自由のことです。「安心と自信，自由」が保障されなけ
から３つ，計６つの項目で構成されていま れば，常に不安で心配になり，窮屈で仕方ありません。そんな状況に置かれたら，き
す。「立志の精神」では，夢・毎日勉強・ っと誰もが嫌だと思います。自分がされて嫌なことを他人にするような人は，幡羅中
体験，「忠恕の心」では，進んで挨拶・靴 には，一人もいないと信じます。自分がされたら嫌なことは，決して誰に対してもし
そろえ・心言葉となります。
ない。相手のことを自分のことのように大切に思えることが，「人権」を保障するこ
保護者の皆様には，お子さんの日頃の取 とだと思います。
り組みに対して，優しいまなざしとともに，温かい言葉や助言
童謡詩人の金子みすゞさんは，『小鳥と鈴とそれから私』の詩の中で，「みんなち
を与えていただけると，生徒
がってみんないい」といっています。相手と異なっていることは，
「個性」なのです。
への励みになります。
それぞれによいところがあります。それを認めることが大切です。『こだまでしょう
深谷の地から世界へと羽ば
か』の詩では，自分に向けられた言葉や思いに反応するのは，山や谷で響く「こだま」
たいた若き日の栄一翁のよう
ではなく，人の「心」なのだといっているように思います。嫌なことは誰でも嫌なの
に，夢に向かってこころざし
です。して欲しくないことは，誰もがして欲しくないのです。童謡『チューリップ』
を立て，まごころと思いやり
は，誰もが一度は口ずさんだことがある歌だと思います。その一節に，「並んだ並ん
のある幡中生になることを期
だ赤 白 黄色 どの花みてもきれいだな」と，あります。赤がいい，白がいい，黄
待します。
色がいいではなく，「どの花もきれいだな」といっています。
毎年，６月６日は，深谷の
みんなちがってみんないい。どの花みてもきれいだな。優しさと勇気で，自分以外
子「６つの誓い」の日です。
の人も，自分と同じように大切にできる生徒で溢れる学校にしていきましょう。

６月の行事予定
６

月

行

zero コロナ から with コロナ へ！ ～ 3年目の挑戦 ～

日

曜

１

水

交通安全指導日 卒業ｱﾙﾊﾞﾑ撮影 部活朝練習中止
深谷の子「6つの誓い」旬間(～10日まで)

２

木

生徒会専門委員会

３

金

４

土

５

日

６

月

深谷の子「6つの誓い」の日

７

火

学年朝会(2･3年)

８

水

学年朝会(1年)

９

木

学校総合体育大会市予選壮行会

10

金

通信陸上県大会

11

土

通信陸上県大会

12

日

13

月

学校総合体育大会市予選(中心日)

14

火

学校総合体育大会市予選(中心日)

15

水

学校総合体育大会市予選(中心日)

16

木

17

金

生徒総会

18

土

学校総合体育大会市予選(予備日)

19

日

20

月

21

火

SUL 部活動中止

22

水

部活動中止

23

木

部活動中止

24

金

期末テスト

部活動中止

25

土

PTA3校スポーツ大会(中止)

部活動中止

26

日

27

月

学校総合体育大会市予選(陸上)

SUL 部活動中止

28

火

学校総合体育大会市予選(水泳)

SUL 部活動中止

29

水

期末テスト(3科)

30

木

期末テスト(2科) 表彰集会 県大会壮行会 朝練習中止

未だ新型コロナ禍にあり，予断を許さない状況にあり
ますが，現在，生徒・職員が１つになって，コロナ対策
を万全にし，学校行事の再開に努めています。
家庭・地域の皆様の御理解と御協力により，５月13・
14日には，２年生の「自然体験宿泊学習」を大滝げんき
プラザにおいて１泊２日の日程で実施することができま
した。有り難うございました。26日からは，３年生の京
都･奈良への２泊３日の修学旅行を実施します。

事

卒業ｱﾙﾊﾞﾑ撮影

地域と共に歩む学校づくりを目指して ～学校運営協議会～
ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｯｽﾝ(SUL)

プロジェクトMAX

SUL

耳鼻科検診(1年)13:40～

前期教育実習最終日

幡羅魂ここにあり

SUL

学校総合体育大会市予選（硬式テニス）

SUL

部活動中止

非行防止教室

５月18日（水）に，図書室にて「第１回学校運営協議会」
を行いました。
学校運営協議会とは，学校・家庭・地域から選出された代
表者が構成メンバーとなり，学校の運営について協議し，取
組を進めていくために設置された組織のことです。
子供たちの健やかな成長のために必要なことを学校運営協
議会で協議し，保護者・地域の皆様と共に取り組み，学校と
家庭・地域とが総がかりで，幡羅中学校の子供たちを支えていただこうとするもので
す。「協力の輪」を広げていただきますよう，御協力をお願い申し上げます。

部活動中止

皆様のご協力に感謝申し上げます～資源回収～
５月21日（土），22日（日）の２日間，第１回資源回収を実
施しました。多くの地域の皆様，保護者の皆様にご協力を賜り，
貴重な資源をたくさんお寄せいただき，有り難うございました。
ご不便をおかけしましたこと，心よりお詫び申し上げます。

幡羅旋風！～通信陸上深谷市予選会～

５月19日（木），仙元山運動公園陸上競技場において，通信陸上競技深谷市予選会
が行われました。この日は気温が高くなり，生徒にとっては厳しいコンディションで
したが，生徒は皆，一生懸命に競技に取り組みました。
嬉しいことに，既に行われている公認の記録会で，標準
記録を突破している生徒が何人もいます。頼もしい限りで
す。更なる高みを目指して，次の目標に照準を合わせてい
きましょう。皆さんの活躍を期待します！
・３年女子 100ｍ
12”7 第１位 伊藤 和奏 さん
12”9 第２位 本木 結萌 さん
13”4 第３位 清水 陽和 さん
・３年男子 100ｍ
11”5 第１位 佐々木有平 さん
・２年男子 100ｍ
12”5 第２位 福島 暖陽 さん
・２年女子 100ｍ
13”4 第１位 五十嵐日和 さん
・１年女子 100ｍ
14”4 第１位 岩田 香凜 さん
・共通男子 110Ｈ
15”9 第１位 正田 斗真 さん
・共通女子 100Ｈ
15”5 第１位 清水 陽和 さん
17”1 第２位 村田 理美 さん
・共通男子 200ｍ
23”7 第１位 中林 優和 さん
・共通女子 200ｍ
27”6 第１位 本木 結萌 さん
・共通男子 400ｍ
57”0 第１位 正田 斗真 さん
・共通男子 800ｍ 2'18"6 第１位 中村
蓮 さん
・共通女子 800ｍ 2'30"9 第１位 笹井 陽南 さん
・共通女子1500ｍ 5'00"1 第１位 笹井 陽南 さん
・共通女子走幅跳
5ｍ09 第１位 伊藤 和奏 さん
4ｍ56 第２位 岩田 香凜 さん
・共通女子走高跳
1ｍ30 第１位 増尾美李奈 さん
・共通男子4X100mR 47”4 第１位 幡羅中（福島さん･永友さん･中林 さん･佐々木さん）
・共通女子4X100mR 50”8 第１位 幡羅中（五十嵐さん･清水 さん･伊藤さん･本木さん）
上記の皆さんが，県大会への出場切符を掴み取りました。おめでとうございます。

お子様をネットトラブル等から守るために，ご家庭のご理解とご協力をお願いいたします。

