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学校だより

さいたま市立泰平中学校
さいたま市北区本郷町 1991
電話：048（651）4134
目指す学校像：
季節の花と明るい挨拶にあふれ、

教育目標：豊かな心を持ち実践力のある生徒の育成

生徒一人ひとりの夢と生きる力を培う学校

『泰中生頑張っています！！』
校

長

あおき

ひろし

青木

洋

新年のあいさつを交わしていたと思っていましたら、本日か
ら 2 月となります。いよいよ各学年、まとめの時期となりまし
た。本当に 1 年が過ぎるのが早く感じます。各学年とも頑張っています。
3 年生は、私立高校の受験が一段落し、順調に結果を出してくれています。1
月 30 日（月）より公立高校の受検に向けて三者面談が始まりました。クラスに
は、第 1 希望を合格し進路決定者がいたり、これから受験(受検)という者がいた
りします。
「受験は団体戦」というように 3 年生全員が進路決定するよう力を合
わせて助け合いながら受験を乗り越えてください。
2 年生は、2 月 26～28 日の南郷自然の教室に向け水色学年の力を結集して準
備に取り組んでいます。準備をしっかりできていれば、雪国の自然を体験し、
南郷自然の教室は必ず成功します。
1 年生は、2 月 28 日に「上野・浅草方面校外学習」を控えています。この校
外学習を通して、さらに成長することを期待しています。
また、特別支援学級は、1 月 20、21 日にプラザノースでさいたま市特別支援
教育作品展が行われ、参加しました。このように卒業・進級に向けて一生懸命
取り組んでおります。学校としても、28 年度を振り返り評価し（先月号にも掲
載した生徒アンケート、保護者アンケートも参考にします。）29 年度の準備に取
り組んでおります。
授業においては、1 年の家庭科では、栄養士と連携し、
食事の献立を考える授業で、栄養バランスや食のいろどり
等の指導を受けながら各班で本校の給食メニューを作りま
す。まさに食育を通して、実践的な授業が展開されました。
12 月に 2 組と 4 組、1 月に 3 組と 5 組、各クラスの優秀な
献立が、実際に給食として出されました。生徒が自ら考え
たことが実物化され、生徒たちは喜んでいました。
さらに、埼玉県吹奏楽コンクール新人戦金賞獲得、部活動の冬季大会での活
躍、さいたま市美術展への出品等、あらゆる分野で成果を出し、泰中生は着実
に力をつけ成長しております。平成 28 年度のまとめを行い、40 年目の節目を
迎える平成 29 年度へのスタートにつなげていきますので、保護者の皆様、地域
の方々等、引き続きご理解とご協力そしてお力添いを
お願いします。
結びに、インフルエンザ・ウイルス性胃腸炎等の感
染症が心配されます。家庭においても手洗い・うがい
の励行、マスクの着用等お願いします。

☆２月及び３月の主な行事予定☆
２月

３月

1

水 ３年三者面談・５時間授業

1 水

２年振替休業日 １年弁当持参

3

金 ３年三者面談・５時間授業

2 木

県公立高校学力検査

4

土 公開授業 月１２５４３ 弁当持参

3 金

県公立高校実技検査・面接

6

月 振替休業日

7

火 ４５分授業 学校保健委員会

新入生保護者説明会 ４０周年実行委員会

学校評議員・学校関係者評価委員会
いじめ防止推進委員会
6 月

月５３１２４

ブラッシング週間（～１０日）

7 火

アレルギー検討委員会

8

水 テスト前部活停止期間（～１５日）

8 水

土曜チャレンジスクール実行委員会

9

木 土曜チャレンジスクール⑰

9 木

木５６２１３４ 専門委員会 安全点検

10 金 ４５分授業 安全点検 専門委員会

10 金

県公立高校入学許可候補者発表

11 土 建国記念の日

13 月

卒業式予行

14 火

火６５３２ 卒業式前日準備

14 火 生徒会朝礼

土曜チャレンジスクール閉校式

15 水

第３９回卒業証書授与式

15 水 全学年末テスト １年給食なし

17 金

１，２年保護者会 生徒会朝礼

16 木 １，２年学年末テスト２日目

１，２年給食最終日 金２３５１４

17 金 ４５分授業

19 日

吹奏楽部春のコンサート

20 月 県公立高校願書提出 ３年３時間給食なし

20 月

春分の日

21 火 数学授業研究

21 火

火１２３

23 木 県公立高校志願先変更（～２４日）

22 水

水４５６

第５回ＰＴＡ運営委員会

23 木

月１２ 大掃除

ノーテレビ・ノーゲームデー

ノーテレビ・ノーゲームデー

24 金 ２年南郷自然の教室前日注意

24 金

平成２８年度修了式

26 日 ２年南郷自然の教室（～２８日）

27 月

学年末休業（～３１日）

27 月 １年校外学習前日指導

28 火

教室等環境整備

28 火 １年校外学習 ３年給食最終日

☆インフルエンザにご注意を☆
今週に入り本校においても、インフルエンザ又はその疑いによる体調不良に
よる欠席連絡が多くなっております。
１ 予防には手洗い・うがい・マスク着用
外から帰ったら、丁寧に手洗い・うがいを行ってください。また、咳・くしゃみなどが出る場
合には、他人にウイルスをうつさないためのマスク着用をお願いします。
２ 家庭での健康観察
発熱、咳、咽頭痛、呼吸困難等の症状が認められる場合は、すみやかに医療機関に受診させて
ください。本人の療養はもちろんのこと、流行の懸念もありますので、無理に登校させないよう
お願いします。
３ 出席停止について
インフルエンザの出席停止期間(欠席ではありません)は、発症した後５日を経過し、かつ、解
熱した後２日を経過するまでとなります。「発症した日」とは、病院に受診した日ではなく、イ
ンフルエンザのような症状（３８度程度の発熱）が始まった日です。

☆校外学習に向けて☆
２月２６日（日）から３日間、２年生自然の教室が、福島県南会津郡の南郷で行われます。また、２
月２８日（火）には、１年生が校外学習として、上野・浅草方面で班別行動１日体験を行います。各学
年とも実行委員会を中心に、学年・各クラスでさまざまな話し合いや取り組みが始まっています。思い
出に残る有意義な行事になることでしょう。
２年生は、１月２６日（木）に体育館で生徒・保護者合同の説明会を行いました。各係長のみなさん
が、持ち物や決まり等をわかりやすく説明してくれました。
１年生は、自然の教室や修学旅行での生徒による自主的な活動の基礎と
なる力を築くため、校外学習に向けての取組を計画しています。各係活動
を中心に、班別行動計画や事前学習に取り組みました。

南郷自然の教室
第１日目 ２／２６（日）
６：３０ 学校集合 出発式
６：５０ 学校出発
８：００ 佐野ＳＡ（トイレ休憩）
９：２０ 塩原道の駅（トイレ休憩）
１１：１５ 宿舎着～入室
１１：３５ 昼食（部屋）・健康観察
１２：００ ウェア貸出、活動準備
１２：４０ クラス写真撮影（ｽｷｰ場）
１３：００ 入所式・開講式
１３：１５ スキー活動①開始
１６：００ 活動①終了、雪上レク
１７：１５ 健康観察
１８：００ 夕食
１９：００ 入浴
２０：００ 実行委員会議
２０：２０ 係会議・部屋会議
２１：００ 健康観察
２２：００ 就寝・消灯

第２日目 ２／２７（月）
６：３０ 起床・健康観察
７：００ 朝食
８：４０ スキー場へ移動
９：００ スキー活動②開始
１２：００ 活動②終了
昼食（班ごとに指導者と）
１３：００ スキー活動③開始
１６：００ 活動③終了、宿舎へ移動
１６：３０ 健康観察
１６：４０ 入浴開始
１７：５０ 入浴終了
１８：００ 夕食
１９：２０ 学年レク（さゆり会館）
２０：２０ 学年レク終了、移動
２１：００ 実行委員会議
２１：２０ 係会議
２１：４０ 部屋会議
２２：３０ 就寝・消灯

ホテル南郷

第３日目 ２／２８（火）
６：３０ 起床・健康観察・清掃
７：００ 朝食
7：５０ 退室点検
８：００ 退室・荷物移動
８：４０ スキー場へ移動
９：００ スキー活動④開始
１１：００ 活動④終了
閉校式、昼食
１２：４５ 宿舎出発、駐車場へ移動
１３：１５ バス出発
１４：１０ 道の駅たじま（トイレ休憩）
１４：４０ 千本松牧場着（お土産購
入）
１５：２０ 千本松牧場発
１６：３０ 佐野ＳＡ（トイレ休憩）
１７：３０ 学校着 解散式

上野・浅草校外学習
７：４５ 移動班（最寄駅が同じ人）を編成
東大宮駅、宮原駅でチェックを受ける
ニューシャトル利用者は、大宮駅でチェック
９：１５ 上野恩賜公園集合、出発式
９：３０ 活動開始（含昼食）
国立科学博物館、浅草観光案内所の２か所
で必ずチェックを受ける
１４：３０ 上野恩賜公園集合、バスに乗車
１４：４５ 上野出発
１６：１５ 学校着 解散式
見学できるもの（例）
浅草…浅草寺周辺（雷門、仲見世、本堂、塔など）浅草の街並み、東京スカイツリー
上野…科学博物館、国立博物館、西洋美術館、下町風俗資料館、湯島天神、東照宮、上野公園、上野動物園

☆３年生高校入試に向けて☆
１月２２日（日）から、県内・都内私立高校の入試が始まりました。また、２月２０日（月）には、
いよいよ県公立高校の出願が予定されています。そして、２月２３日（木）・２４日（金）の志願先変
更期間を経て、多くの生徒が３月２日（木）３日（金）の県公立学力検査に挑みます。健康管理には十
分気をつけ、今までの努力が実を結ぶよう、泰平中３年生の健闘を期待しています。

☆２月のブラッシング週間☆
２月７日（火）から１０日（金）までを「ブラッシング週間」とし、保健委員の皆さんが、給食後の
歯みがき実施を各学級において呼びかけます。また、虫歯が見つかった場合は、早めに治療しましょう。
怖いのは、歯から細菌が入ってしまうことです。喉や骨、骨の中の神経に細菌が進入し炎症がおこり大
変なことになる可能性がありますので、必ず治療してください。

☆特別支援学級の取組☆
１月２０日（金）、プラザノースの２階ギャラリーで、平成２８年度さいたま
市 特 別 支 援 教 育 作 品 展 （西 ・北 ・大 宮 ・見 沼 区 ）が開 催 されました。本 校
７・８組 からも作 品 を出 品 、当 日 は会 場 を訪 れ、様 々な作 品 を鑑 賞 しまし
た。また、１月３０日 （月）には、見沼 小 学 校特 別 支援 学 級のみなさんと餅
つき大会を行い、交流を深めました。
本校の特別支援学級も開校２年目が終了します。多くの生徒・保護者・
地域の方々に特別支援教育について理解していただけたらと思いますの
で、機会がありましたらぜひとも７・８組（特別支援学級）にお越しください。

☆栄光を讃えて☆
さいたま市中学校冬季体育大会
第３位 卓球部
第８回埼玉吹奏楽コンクール新人戦
金賞 吹奏楽部
平成２８年度埼玉県歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
入賞 小林 由依(3-2) 小林美桜乃(2-4) 安齋 歩実(2-3)
児童生徒美術展さいたま市地区展覧会
平面作品
特選
小林美桜乃(2-4)
入選
深澤 宙大(1-1)
富澤 花美(1-2)
山上 佳純(1-3)
横山
遼(1-3)
鈴木 幸音(1-4) 泊 紅瑠美(2-1)
島田 紫苑(2-1)
山縣 爽菜(2-4) 伊藤 太陽(7 組)
立体作品
特選
鈴木 快太(3-1)
入選
髙橋 涼馬(2-2)
小林明日香(2-3)
松本かなみ(3-1)
大塚 悠路(3-2)
小林 由依(3-2)
さいたま市書き初め展覧会
推薦賞 中村 美陽(1-1)
泊 紅瑠美(2-1)
特選賞 山上 佳純(1-3)
原田 日和(1-3)
東地 祥太(1-4)
田村紗弥香(2-2)
松村 遥菜(2-2) 松本 彩花(2-2)
前田千彩紀(3-2)
小林 由依(3-2) 清水 洸佑(3-1)
佐藤 果歩(3-4)
優良賞 田中 真緒(1-1)
岩佐 歩実(1-2)
川口 七楓(1-3)
小嶋 凜星(2-1)
横田佳央理(2-1) 森山 心羽(2-3)
池口 響子(3-4)
佐藤
匠(3-3) 東地 亮太(3-3)

吉岡

聡美(3-3)

馬塲

優多(3-5)

鈴木 幸音(1-4)
嶋田都香咲(2-3)
松村 佑菜(3-3)

根岸
堀井
須永

亜実(2-1)
奈々(2-3)
千陽(3-1)

石島
萩山
清水

光谷
管野
守尾

真夢(1-4)
汐里(3-5)
莉子(3-4)

美桜(1-3)
千咲(3-1)
唯衣(3-4)

