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お待たせしました･･･今年度初のとのやま俳句会
怒濤のように過ぎ去った「とのやま」の秋･･･

10・11 月と中途半端に進んでいたとのやま俳句会だが、多くの生徒に応募
（忖度？）してもらい、多くの作品が集まった。とのやまの秋を表現する秀
作ばかりだ。では、この紙面を借りてすべての応募作品を紹介する。

☆受験生 そろそろ自覚 しないとな ／３－３ 浜崎りおな
（おい受験、大丈夫か？心配です大賞）

■赤ジャたち 色々あった 想い出だ ／３－２ 池田美沙樹
☆食べ放題 麻婆豆腐で 地獄見た ／３－２ 京増南々帆

（地獄とは？辛さ？それとも量？横浜楽しかったで大賞）
■くもり空 横浜で見た 太平洋 ／３－２ 矢野 樹
■虫の音や いつの間にやら 寝てをりぬ ／２－４ 宍戸謙仁
■虫の夜や 試験にあわせ 寝だめする ／２－４ 宍戸謙仁
■試験前 緊張ほぐし 秋うらら ／２－４ 宍戸謙仁
■ひと月の 努力の成果 だせました ／３－３ 池上悠成
☆日々努力 一小節に 気持ち込め ／３－５ 加藤然

（合唱コン、みんなの気持ちが込められてるのがわかります大賞）
■歌っても マスクで制限 届かぬ想い ／３－５ 山田凜
■台中生 全て集まり 幕ひらく ／３－５ 金子尊
■今年はね 寒い暑いの くり返し ／３－５ 磯心翔
■横浜で 円ちゃん笑顔 ベストショット ／３－５ 髙橋美結
☆みんなでね 考えぬいた 曲の意味 ／３－５ 半澤結希

（歌詞理解･･･泣けてきますね大賞）
■最後まで みんなでつくった 合唱コン ／３－５ 竹内爽世
■楽譜はね みんなで歌った 思い出だ ／３－５ 細谷実玖
■最後まで ブラック企業 続きます ／３－５ 渡邉凜
■佑介と 共に歩んだ ４ヶ月 ／３－５ 田中元太
■最高に 楽しかったな 合唱コン ／３－５ 小嶋竜成
■横浜に みんなと行けて よかったな ／３－５ 相場琉良
■コンクール みんなの思い ここにあり ／３－５ 王恩浩
■クリスマス サンタさん来た うれしいな ／３－５ 萩原蓮
■もう一度 やりたくなった 合唱コン ／３－５ 荻孝之助
■クリスマス 今年は勉強 しないとな ／３－５ 加藤つきな
■男子より 女子の方が 歌上手い ／３－５ 堀込咲希
■一生に 最後しかない 思い出だ ／３－５ 阿部明里
■忙しい ブラック企業 再来だ ／３－５ 渡辺彩衣
■勉強を やりすぎないで ほどほどに ／３－５ 比能こころ
■にぎやかな 教室の中 心地良い ／３－５ 藤巻里菜
☆季語がない 俳句じゃなくて 川柳だ ／３－５ 円城寺勇樹

（おっしゃるとおり･･･大目に見てね大賞）
■合唱コン みんなでできて よかったね ／３－５ 真柄蒼空
☆ソロパート 大きなホールに ひびかせる ／３－５ 中島侑来

（緊張感とやる気が伝わりますが、ソロは大役大賞）
■合唱コン みんなで歌えて うれしいな ／３－５ 藤井紡
■合唱コン 仲間と一緒に がんばった ／３－５ 藤永貴樹
■テスト前 焦ってるけど 寝てしまう ／３－５ 阿部恵美花
☆帰り道 部活の声が なつかしい ／３－５ 関根優羽

（なつかしい部活への想いがよみがえります大賞）
☆全員の 想いを紡ぐ この襷 ／３－５ 三枝航星

（駅伝への想いが伝わり、箱根を想像させます大賞）
☆歌声が ホールに響く 心地よさ ／３－５ 藤野貴也

（みんなが心地良い、心あたたまる合唱でした大賞）
■３年生 残り少ない かなしいな ／３－５ 角まり乃
■ハーモニー 優しく溶けた 合唱コン ／３－５ 井上耀広
■進もうよ ふりかえらずに とのやまを ／２－５ 小林凜太郎
☆秋の空 音の重なり 響かせた ／３－５ 中原将貴

（ハーモニーの優しさが伝わりました大賞）

合唱コンの取組、受験や勉強、横浜巡り、部活等･･･毎日の学校生
活への生徒の素直な気持ちが込められていると思います。次回への意
欲付けの意味も含めて、校長の独断と偏見による印象に残った作品 10
編を選句させてもらいました。すべての作品を詠んで、台中生は「し
っかり青春（ｱｵﾊﾙ）しているな」と感じた 2022 秋の俳句会でした。

富士見市立富士見台中学校 堀川 博基

▲選句10名の生徒には粗品を用意しました。校長室まで直接取りに来てください。

▲今回は３-５の生徒たちに大活躍してもらいました。ありがとうございました。次回
は１･２年生の主体的な参加に期待しています。お気遣いよろしくお願いします。

▲【埼玉県アンサンブルコンテス
ト】／ 11/15 埼玉県アンサンブル
コンテストに吹奏楽部「管楽５
重奏」「管打８重奏」の２グルー
プが参加した。感染の拡大もあ
り、体調との我慢比べでもあっ
た。練習のように全員参加とは
ならなかったものの、お互いを
フォローしつつ素敵な演奏を披
露した。結果は･･･

共に銀賞という大健闘だ
った。３年ぶりの観客（保護者）
を入れての開催･･･見事に力を
出し切ってくれた。その後、吹
奏楽部の生徒が私のところへ･･
「希望坂の掲示をお願いします」
とのこと、わかりましたつくり
ましょう！

▲【いじめのない学校づくりこども会議】／ 11/14 県民の日、本校に台
中＋つる台小＋鶴小の生徒会、児童会役員が集まり、毎年恒例の
「いじめのない学校づくりこども会議」が開催された。本校から
水野会長、須田副会長が参加し、今年度のテーマである「ＳＮＳ
によるいじめ」について意見を交換した。様々な内容について討
議を進めることができたが、台中学区ではいじめ防止の基本中の
基本である「相手の気持ちを考える富士見台中グループ」という
提言をまとめた。先日の生徒朝会でこの内容を全校で共有してい
たが、やはり大切なのは、今後形として実行できるかであろう。

▲【いのちの授業／助産師：桜井
裕子先生の講演】／助産師の桜井
裕子先生を講師として、１･３年
生に「いのちの授業･人権学習」
が実施された。思春期の男女の
関係、LGBTQと幅広くお話をい
ただいた。質問も多く､生徒の関
心の高さが改めて感じられた。

▲【青少年の主張大会／２学年：
大谷侑愛さん出場】／富士見市市
制施行 50周年を記念して開催さ
れた青年の主張大会に、本校か
ら大谷侑愛さんが出場した。テ
ーマは「50 年後の未来を語ろ
う！」と設定され、大谷さんは「笑
顔の花が咲き続けるために」とい
うタイトルで、富士見市が永久
に続くよう想いを語った。キー
ワードは「平和」と「笑顔」。い
ま富士見市が「平和」であるこ
とへの感謝を込め、「笑顔」を絶
やさぬようにするために、市民
の平和への意識、環境の重要性
等を訴えていた。期末テスト直
後の開催にもかかわらず、原稿
に目を向けず語っていたのは大
谷さんだけだった･･･。素晴らし
かった！本当にありがとう！

▲【歌声フェスタ／希望坂出場】／
12/4 の歌フェスに有志合唱団希
望坂が今年も参加した。お疲れ！

▲ 【2年働く人に話を聴く会】／
11/10、本校に様々な職業人を
お招きして、働く事についてお
話を聴いた。働く事の意義や価
値が感じ取れた学習であった。

制服検討委員会、立ち上がります
■登校指導をしていると約３割近くの男子生徒が学ラン（制服の上着）を着ていま

せん（首が苦しいのだと思います）。■冬になると多くの女子が「スカート寒い」「セー
ラーお腹冷える」と訴えてきます。■今年の６月は暑すぎたのでジャージ登校でした。
■63年間、歴史と伝統ある制服を継続してきました。■時代と共に機能性の高い生
地やデザインが開発されています。■生徒総会で毎年のように制服にかかわる問題
提起が生徒からなされます。■価格･･･いまの時代、考えなくてはいけません。■多様
性の問題も出ています。･･･以上のような理由により、本校では制服検討委員会を立
ち上げることとなりました。
第１回の会議を２月上旬に計画し、実施に向け現在準備が進んでいます。■組織／

教職員、保護者、地域の方、そして何と言っても生徒に入ってもらいます。■みなさん
の意見を確認する『制服に関するアンケート』を今年中に実施します。■アンケートを
分析し、今後の方向性を打ち出す予定です。
現在、県公立高校の73%が、ここ数年で制服を変更しています。また、制服につい

ても生徒にとって最適な状況となるよう検討を進めなくてはならないと埼玉県議会
で示されています。
本校においても、上記事由により制服検討委員会を立ち上げ、議論を重ねてまいり

ます。今後の進行具合については、この『とのやまSpirits』や『特化した通知』により
お知らせしていきます。つきましては、皆様のご理解ご協力のほど、よろしくお願いい
たします。

秋に続き･･･給食費が支援されます

１･２･３月と給食費は徴収しません
富士見市は各家庭への物価高騰等支援として、1･2･

3月の給食費を無償化にすると発表しました。つきまし
ては、この3ヶ月は給食費以外の教材費のみ徴収しま
す。3年生は元々徴収予定はありませんでした。

給食費の公会計化・教材費の自動払込等
次年度へのご協力、ありがとうございます

様々なリスク回避及び安全性の確保、そして効率化に向けて
のご協力に、心より感謝申し上げます。
■給食費の公会計化については手続きをありがとうございま
した。また今後については、給食センターと直接行うこととなり
ますので、各家庭での対応をよろしくお願いいたします。
■教材費の自動払込については、この後手続きが始まります。
ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方はご準備いただき、学校から
配布される用紙を整え、郵便局等で手続きをお願いします。

令和４年度(R5) 月行事予定
日 曜 内 容
１ 日 令和５年元日 冬季休業

２ 月 振替休日

３ 火 年始休業

４ 水 私立推薦願書提出開始

５ 木

６ 金

７ 土

８ 日

９ 月 成人の日

10 火 始業式 部×

11 水 総合集金(1･2年) 給食開始 3学期時間割開始
12 木

13 金 全校／45分×４時間授業 完全下校～13:30 部×
14 土

15 日

16 月

17 火

18 水 専門委員会 部×

19 木

20 金

21 土

22 日 私立高校推薦入試中心日 １年部×

23 月 ３年特別日課２時間授業 私立高校推薦入試中心日

24 火 生徒朝会 １年４時間授業（スキー事前指導④） １年部×

25 水 １年スキー宿泊学習 部×

26 木 ２年年度末保護者会（修旅等） 部×

27 金 １年部×

28 土 １年部×

29 日

30 月

31 火 学校朝会

■１月３日まで学校は完全閉庁となります。生徒の安全
に伴う緊急事態の場合のみ、市役所学校教育課へご連絡
ください。
■３学年の入試等への対応については、10日の始業式
以降でも間に合う学校がほとんどです。どうしても間に
合わない場合のみ4日以降学校へご連絡をお願いします。
2学期中に十分な確認をお願いします。

令和４年度新人戦県大会 総括

個人種目、大躍進！ 柔道・卓球男子、旋風を巻き起こす！
2022秋、希望坂がまた

多くの掲示物であふれた。
新人戦の結果を讃えるポス
ターである。勝負の世界だ、
当然のことながら勝ち負け
は明らかになる。勝利は素
直に喜ぼう、これまでの努

力が実った「証」だ。「なぜ負けたのか」これも素直に認めることが、来年度の学総
での飛躍につながるのであろう。
ここでは､台中代表としての努力の「証」として、県大会の戦績上位を掲載する。

令和4年度新人兼県民スポーツ大会
■柔道個人の部

□-60kg級 優 勝 葛西 颯次朗
□ 90kg超級 準優勝 吉本 大輝
□-50kg級 BEST８ 茶谷 太河
□-66kg級 BEST８ 田中 兼大

■柔道部団体の部 BEST８（２回勝利してのBEST８）

■卓球部男子団体の部 BEST32（２回勝利してのBEST８）
■陸上競技男子砲丸投げ 第３位 小澤 瑠海斗
■新体操個人総合 第３位 竹田 美ら （1年)

■卓球女子個人の部 BEST８ 池田 明日香
個人戦の選手たちにとっては、来年度の学総での関東･全国が、当然視野に入って
いると思う。しっかりと目標を見据えて、自分を見失わず鍛える冬にしてほしい。
県に届かなかった運動部や文化部も･･･この冬、いかに沈むかが大切だと思う･･･
来年の春に自分を大きく満たすためには、いま深く沈むことが重要なんだ。

けが人続出の中、
みんな気迫を見せ
ていました

あれよあれよ
と、激戦を制し
ていきました。
どんどん強くな
ります！

修学旅行 （2023.02.19～２泊３日） スキー宿泊学習 （2023.01.25～２泊３日）

の安全な実施に向けて

▲【写真】■左２枚／１･２年係会議：各学年今の現状を考えつつも、記憶に残る宿泊行事になるよ
う努力しています。自治力が育ってきています。■右２枚／京都実地踏査：旅館の改装されたた
め、京都に実踏に行ってきました。ちょうど紅葉シーズンだったので･･･大混雑です。外国の方も
多く戻っていました。昨年のようなあれだけ空いている京都はもう体験できないかもしれません。
紅葉を満喫してきたかったのですが･･･もちろん仕事ですので日帰りで帰ってきました。

今年度の宿泊学習は何とか無事に実施したい。２年前の修学旅行は中止した。ス
キーについては３年ぶりだ。生徒が集う学校において、生徒同士が自然と切磋琢磨
する体験学習以上の学習はない。正しく学校というステージでなければ実施できな
い教育だ。しかしまだまだハードルは高い。新幹線の席は対面にはできない。飲食
も遠慮してほしいと放送が流れる。宿舎においても基本的な感染防止マナーは徹底
する。一生の思い出づくりとバランスを保ちながら確実に対応する。安全な実施に
ついて各家庭にもご協力をいただかなくてはなりません。特に年明けの健康管理に
は細心の注意をお願いいたします。

体育館空調工事、無事終了･･･快適な環境での
体育授業、部活、集会、保護者会等

体育館の空調工事が
無事終了し、11/30から
使用しています。その
暖かさは快適そのもの。
夏場の熱中症等心配が
軽減されます。
授業や部活でみなさ

んにご迷惑をおかけし
ました。ご協力ありが
とうございました。


