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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

「一年間ありがとうございました！！」
校長

あおき

ひろし

青木

洋

平成 28 年度「学校だより」の最終号となりました。1 日は 2 年生の振替休業
日、2，3 日は県公立高校受検でした。本日は、久しぶりに全学年がそろうので
発行日とさせて頂きました。2 年生は、2 月 26～28 日 南郷自然の教室、1 年
生は、2 月 28 日 上野・浅草校外学習をりっぱな態度で無事に終えました。1・
2 年の活動の様子は、裏面にてお知らせしますので、ご覧ください。
3 年生は、10 日（金）に県公立高校受検の発表、そして、15 日（水）
の第 39 回卒業証書授与式を迎え、泰平中学校を卒業していきます。
私は、3 年生が 10 月 29 日の合唱コンクールで復活させてくれた「2
部合唱バージョン校歌」を卒業式で全校合唱するのを楽しみにしていま
す。3 年生の皆さん、本当にありがとうございました。1・2 年生の皆
さん、良き伝統を引き継いでさらに良い学校になるよう努力を惜しまず
前進していきましょう。
さて、皆さんは、１月２，３日に行われた「第 93 回箱根駅伝」を知っていま
すか？青山学院大学の原晋（はら・すすむ）監督
は箱根駅伝 3 連覇と大学駅伝３冠の「３」と、自
身の箱根出場回数の「９」に、これまで支えても
らった周囲の人々への感謝の意も込め「サンキュ
ー大作戦」と命名しました。それを受け青学大の
選手は、偉業のかかった箱根路で感謝を込め一歩
一歩確実に歩を進め、仲間を信じタスキをつなげ、
史上初めての箱根３連覇＆大学駅伝３冠を達成
しました。
泰平中の卒業式も今年は開校以来「39 回」です
から、青学大に負けないように「泰中サンキュー
卒業式」を見事に行いましょう。1・2 年生は、3 年生に感謝し、また 3 年生も
1・2 年生に感謝し、さらに保護者の方々、地域の皆様、そして泰平中の先生、
それから陰で支えてくれた人に感謝の気持ちを式場で示してほし
いと思います。清々しい返事、キビキビとした態度、そして感動
を与えてくれる歌声等、支えてくれた全ての方への感謝の気持ち
と卒業し夢に向かって旅立つ喜びを一人ひとり表現してください。
そして、心の底から『ありがとう』といえる第 39 回卒業証書授
与式を挙行しましょう。
最後になりますが、生徒の皆さん、保護者の皆様、地域の方々、
教職員、そして泰平中を支えてくれた皆さん、平成 28 年度あり
がとうございました。平成 29 年度も引き続き泰平中の教育活動にご理解とご協
力をお願いいたします。（裏面に平成 29 年度の主な年間行事予定を掲載しました）

☆３月及び４月の主な行事予定☆（３月６日現在）
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水１２６３４５ ３年球技大会

9 木

４月
1
7
10
11

土
金
月
火

12

水

13
18
19
21
22

木
火
水
金
土

24
25
28

月
火
金

木５６２１３４ 専門委員会 安全点検

10 金

県公立高校入学許可候補者発表

13 月

卒業式予行 月３４

14 火

火６５３２ 卒業式前日準備

15 水

第３９回卒業証書授与式

17 金

１，２年保護者会 生徒会朝礼
１，２年給食最終日 金２３５１４

19 日

吹奏楽部春のコンサート

20 月

春分の日

21 火

火１２３

22 水

水４５６

23 木

月１２ 大掃除 ノーテレビ・ノーゲームデー

24 金

平成２８年度修了式

春季休業（～７日）
２，３年準備登校
始業式 入学式
身体測定・視力検査 学年内３時間授業
給食なし 避難訓練
給食開始 学年内６時間授業 新入生歓迎会
１年部活動仮入部（～２０日）
学年内６時間授業 専門委員会
３年全国学力学習状況調査
生徒会朝礼
１年部活動本入部開始
学校公開日（給食あり 振替休業日なし）
全校保護者会 ＰＴＡ各部会
教職員危機管理対応訓練
生徒会朝礼 耳鼻科検診
離任式

27 月 学年末休業（～３１日）
29 水 ＰＴＡ会計監査

☆３月１５日（水）卒業証書授与式☆
「泰平中学校第３９回卒業証書授与式」が迫ってきました。義務教育
を終え、一人ひとりが夢や希望をふくらませ、新たな道へと踏み出しま
す。心身ともに健康で、充実した日々を送られることを願っています。
（卒業証書授与式は、９時３０分開式予定です。）
また、卒業記念品として、学校行事で使用する椅子を寄贈していただ
きました。いままでの壊れやすいものと比べ、軽くて頑丈な折りたたみ
椅子です。卒業生の皆さん、保護者の皆様、ありがとうございました。

☆新入生保護者説明会☆
２月４日（土）、平成２９年度新入生の保護者を対象に説明会を開催しました。泰平中に入学する児
童のみなさんが、希望を胸に、元気いっぱい入学してくれることを楽しみにしています。
同時に制服リサイクル販売も行われ、多くの方々に購入していただきました。売上金は図書館用の図
書の購入および福祉関係機関への寄付に充当させていただきます。

制服リサイクルのお知らせ
本校では年３回制服リサイクルを行っておりますが、毎回好評のため、品物が少なくなっております。
卒業生の皆様もぜひご協力ください。ご自宅で洗濯したものであればクリーニングに出していただかな
くても結構です。随時受け付けておりますので、職員室までお持ちください。

☆平成２９年度主な年間行事予定☆
主な予定を掲載いたしますのでご参照ください。変更の場合はその都度連絡させていただきます。
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２日（火）ＰＴＡ総会・部活全体会・部活保護者会
１３日（土）体育大会 ※振替休業日１５日（月）
予備日１６日（火）
１９日（金）中間テスト
３日（土）市学校総合体育大会～９日（金）※５日、６日給食なし
１６日（金）、１９日（月）期末テスト
２９日（木）３年修学旅行～７月１日（土）２泊３日 ※３年振替休業日７月３日（月）
７日（金）全校保護者会・３年進路説明会
１５日（土）学校公開日 ※振休なし
２０日（木）１学期終業式
２１日（金）、２４日（月）～２８日（金）１年家庭訪問、３年三者面談
２６日（水）～２８日（金）２年未来くるワーク体験学習
２９日（火）２学期始業式
２日（土）学校公開日・校内除草 ※振休なし
１６日（土）体験講座・文化祭
※振休なし
３０日（土）新人体育大会～１０月６日（金）
～６日（金）市新人体育大会 ※２日、３日給食なし
１２日（木）、１３日（金）中間テスト
２４日（火）学校公開週間～２８日（土）
２８日（土）合唱コンクール ※振替休業日３０日（月）

１１月

１２月
１

月

２

月

３

月

２日（木）、７日（火）～１０日（金）全校三者面談
１３日（月）、１５日（水）３年期末テスト
１８日（土）４０周年記念講演会
※振休なし
２７日（月）、２８日（火）１，２年期末テスト
４日（月）１，２年保護者会 ３年三者面談～８日（金）
２２日（金）２学期終業式
９日（火）３学期始業式
１０日（水）給食開始
２７日（土）学校公開日・新入生保護者説明会 ※振休なし
２９日（月）３年三者面談～２月２日（金）
６日（火）２年自然の教室～８日（木）２泊３日
１５日（木）３年学年末テスト
１日（木）、２日（金）１，２年学年末テスト
１５日（木）第４０回卒業証書授与式
１６日（金）１，２年保護者会
２６日（月）修了式

☆栄光を讃えて☆
さいたま市北区児童生徒美術展覧会
入選（平面） 飯塚みらの(1-2) 大河内美来(1-2) 原田 日和(1-3) 森
緩奈(1-3) 浅見 和花(1-4)
栁田 怜奈(1-4) 高﨑由夏子(2-1) 近江 亜文(2-2) 鈴木 千裕(2-2) 菅野 羽奈(2-3)
入選（立体） 玉山 涼香(2-1) 和知 航希(2-1) 川島 瑞穂(2-3) 八木下さくら(2-4)
緒方 亮史(3-2) 萩山 千咲(3-1) 安座間美波(3-4) 松下 魁心(8 組)
吹奏楽部さいたま市ジュニアソロコンテスト
最優秀賞 高橋 未璃(2-3) 田村紗弥香(2-2)
優秀賞
田中理紗子(1-1) 石島 美桜(1-3) 原田 日和(1-3) 斉藤 菜都(1-1)鈴木 千裕(2-2)
間森 侑花(2-2) 中田 葵唯(2-2)
さいたま市冬季剣道競技会
中学１年女子第２ブロック第２位 鈴木あり珠(1-3) 中学２・３年女子第２ブロック第３位 原田華乃子(2-2)
中央区卓球大会男子２年生の部
第３位 内田 晴輝(2-2)
第４９回「おかねの作文」コンクール
佳作
小林 由依(3-2)
山本 琉仁(3-1)

☆２年生自然の教室☆
２月２６日（日）から、２年生の自然
の教室が福島県南郷（２泊３日）で実施
されました。インフルエンザの影響が心
配されましたが、３日間とも、天候に恵
まれ、粉雪の舞う中での雪上レク、快晴
の中でのスキー実習を行うことができま
した。
スキースクールの先生方には、一生懸
命に練習する姿勢、素直に指示を受け入
れる姿勢、話を聞く態度が良いとお褒め
の言葉を頂き、男女の仲が良い学校とい
う印象を受けたとお聞きすることができ
ました。
実行委員の生徒を中心に、一人ひとり
がしっかりと集団の一員としての自覚を
持ちながら行動することができた３日間
でした。

☆１年校外学習☆
１年生にとって初めての校外学習
が、２月２８日（火）に実施されました。
当日朝は電車の遅れがありましたが、全
班が無事に全てのチェックポイントを通
過し、上野・浅草を満喫しました。実行
委員を中心に、約１ケ月取り組んできた
成果を十分に発揮することができた楽し
い１日となりました。
今回の経験は、２年生の自然の教室、
３年生の修学旅行へとつながる第一歩で
す。今後の１年生の活躍が期待できます。

☆学校保健委員会☆
２月７日（火）、本校図書館で学校保健委員会が開催されました。
今年は、保健委員の皆さんが、１２月の生徒会朝礼で発表した「スポ
ーツ障害」について報告しました。
また、栄養士からは怪我の予防と食事について、体育主任からは本
校 生 徒 のスポーツテスト結 果 についての話 があり、保 護 者 の皆 さんと
意見交換を行いました。

