十月二十二日︑第十一回体育祭を
行なった︒今年から︑縦割りクラス
が合同で行う︑玉入れや大玉送りと
いった新種目が加わり︑学年を越え
て一緒に練習する姿が多く見られた︒
当日は︑競技に必死に取り組む姿や︑
同じチームの仲間を応援し合う姿が
印象的だった︒
私は︑今回出場したクラス対抗リ
レーで失敗をしてしまいました︒一
年生の時も出場していたこの種目で︑
まさか自分がバトンを手渡す直前で
転倒するなんて︑思いもしませんで
した︒ほんの数秒の出来事でしたが︑
頭の中が真っ白になり︑何が起きた
か分かりませんでした︒ふと我に返
ってバトンをつないだものの︑心と︑
すりむいた膝こぞうと︑左手のひじ
がズキンと痛みました︒三組の皆に
合わせる顔がないと思いました︒し
かし︑たくさんの友だちが﹁大丈夫
か﹂と声をかけてくれ︑だれ一人と
して私を責める人はいませんでした︒
この失敗を引きずらずに︑その後も
体育祭を楽しめたのは︑クラスの皆
のおかげです︒友達の温かさに触れ
ることができた今回の体育祭は︑私
にとって大切な思い出になりました︒
︵宮川 幸己︶
私 は︑ 今 回 の 体 育 祭 の な か で も︑
特にリレーと綱引きが心に残ってい
ます︒リレーでは︑バトンパスの練
習に力を入れて取り組みました︒練
習中は︑お互いの動きを見て︑良い
点や改善点などのアドバイスをしあ
いました︒その結果︑本番では女子
クラス対抗リレーで一位になること
ができました︒綱引きには今年初め
て参加して︑練習のとき一度も勝て

一学年

一組

一組

二組

なかったクラスに本番で勝
つことができました︒私は
これまで︑綱引きは引く人
の力の強さで勝敗が決まる
と思っていました︒しかし︑
出場している人の力だけで
はなく︑応援する人も含め
てクラスが一致団結するこ
とが大切だと感じました︒
中学校生活最後の体育祭
を学年・縦割り優勝という
素晴らしい結果で終わるこ
とができました︒今回の体
育祭を通じて︑クラスの団
結力がより高まり︑最高の
思い出となりました︒
︵黒﨑 心絃美︶

総合優勝

二学年

二組

学年別優勝

三学年

岡本 明日翔

会

大杉 翼颯

演

全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会
祝 奨励賞

講

布袋屋 咲来

育

布袋屋 咲来

教

「税の標語」
祝 関東信越間税会連合会長

日の﹁僕﹂があるのも︑多くの人
の支えがあってこそだと気付かさ
れ︑そのありがたさを身にしみて
感じました︒今回の講演でさかな
クンから教えてもらった︑向上心
を持つことと︑周りの人へ感謝す
ることを忘れずに︑今後も生活し
ていきたいです︒
︵森 浩太郎︶

中学生の「税についての作文」
祝 埼玉県納税貯蓄組合連合会優秀賞

十一月十日︑東京海洋大学名誉
博士のさかなクンをお招きして教
育講演会を行なった︒魚の知識だ
けでなく︑社会とのかかわり方に
ついて考える良い機会となった︒
さかなクンは講演の中で︑魚を
好きになったきっかけや︑魚を取
り巻く環境の問題点などについて
話してくださいました︒これまで
僕は﹁食品としての魚﹂を意識し
たことはあっても︑
﹁生き物として
の魚﹂については︑あまり考えた
ことがありませんでした︒しかし︑
さかなクンの人をひきつける話し
方や︑体全体を使って魚について
熱く語る姿に心動かされました︒
また︑さかなクンの学生時代の
話を聞いて︑学校の先生方や家族︑
友達など︑すべて含めて﹁さかな
クン﹂なんだと気づきました︒今

祝 本庄税務署管内納税貯蓄組合連合会長賞

藤島 弘康・四方田 咲花

一年生 校外研修︵科博︶
十一月十一日︑上野の国立科学
博物館へ校外研修に行った︒多く
の展示物を見ながら授業との関連
を発見し︑今後の学習への意欲を
高められた︒
私の一番のお気に入りは︑地球
史ナビゲーターです︒地球の誕生
や人間の進化の過程に驚かされま

した︒他にも︑電波を集めたり波
を起こしたりする体験を通して︑
科学の奥深さを知り︑さらに興味
が高まりました︒今回の研修に参
加して︑この世界にはまだまだ知
らないことがあることを改めて実
感しました︒また︑すでに学習し
ていることをこの博物館の中で発
見するたびに︑共感できる嬉しさ
を学びました︒
︵黒須 開斗︶
宇宙の成り立ちがよくわかる映
像が印象に残りました︒映像が自
分を取り囲むように動いているた
め︑まるで宇宙にいるような体験
ができました︒また︑本物の人骨
や化石に実際に触れることで歴史
の偉大さや大切さを学べたのも貴
重な体験でした︒今後の社会や理
科の学習が︑より楽しみです︒
︵坂本 絢音︶

祝 本庄税務署長賞

平成29年3月11日（土）
（会場）
本庄市民文化会館
13:00 開場
13:30 開演

祝 本庄間税会長賞

私たちの
合唱を
ききに
来てね♪

黒﨑 心絃美・清水 美帆・伊藤 ラリッサ

１２月２日から６日にかけて英語科の特別授業を行なった。１年生は
チョコチップクッキーの作り方を英語で学んだ。
We had a ʻcooking in Englishʼ class. It was difficult, but a lot of fun to
make chocolate chippie biscuits. I want to make them again in the
winter vacation without a recipe. I could understand how to make
them, and this became my good memory. (Saki Hoteya)
Today I made chocolate chippie biscuits. At home, I donʼt help my
mother so much so I was worried about the class. But my group
members helped me. My family ate
them after dinner and they said, “Good.”
I want to make them for my family and
friends again. (Anna Kanezawa)

英 語 で ク ッ キ ン グ

第 10 回
合唱コンクール
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