
              校 長 稲 葉 俊 昌 
新年、明けましておめでとうございます。ただ今、各学年

の代表として、３人の皆さんに「新年の抱負」を発表してい

ただきました。(1年生:岡田帆乃香 2年生:飯塚陽希 3年生:川

崎陽) 

「新年の抱負」は、毎年元旦に新しい年に向けて志を立て

て、自分自身に誓うものです。昔から「１年の計は、元旦に

あり。」と言われてきました。この言葉の元は、中国の明の

時代に馮應京が著した『月令広義』に記されています。中国

の伝統的な年中行事や儀式、しきたりなどを解説した本で、

七夕の「織姫と彦星」や「花咲か爺さん」等、日本の国でよ

く知られた話も掲載されています。 

さて、「１年の計は、元旦にあり。」の前後には、さらに

文が続いています。 

   一日の計は朝にあり、 

     一年の計は元旦にあり、 

     一生の計は勤にあり、 

   一家の計は身にあり。 

この４つを四計と言って、昔から大切にしてきました。「一

日は朝の気持ちの在り方で決まり、一年は年の始めの決意

で決まる。人生はまじめに勤めることで決まり、一家の将来

は身の振り方(生き方)で決まる。」という意味です。さらに、

「一年の計は元旦にあり」という言葉は、「何事も最初に計

画や準備をすることが大切であり、初めの計画が適当だと、

全ての物事が上手くいかない。」という諺としても使われて

います。 

昨年最後の全校集会で「新年の抱負」について、次の２つ

のことを考えて、元旦に立てるようにお願いしました。 

  １ 自分をプラス思考で捉えること 

  ２ 感謝の気持ちを大切にすること 

きっと、良い抱負を立てることができたと思います。是非

とも「新年の抱負」を机

の前に貼り、毎朝、一読

してから生活を始めて

ください。 

年のはじめにあたり、

皆さん一人一人が｢新年

の抱負｣を大切にして、

１年間実践することを

お願いいたしました。皆

さんの夢が叶うことを

期待しています。 

◎学校のミッション◎ 
知・徳・体の調和のとれた生きる力を備えた生徒の育成 

～あとひと手間かけて～      

◎学校教育目標◎ 
自ら学ぶ生徒（知育） 

心豊かな生徒（徳育） 

たくましい生徒（体育） 

○2月 3日(火):全校朝会/スキー教室直前指導 

○2月 4日(水)～6日(金):1年スキー教室 

○2月 4日(水):2年生上級学校訪問 

○2月10日(火):登校指導 

○2月11日(水)：建国記念の日 

○2月12日(木)：専門委員会/PTA学校保健委員会 

○2月13日(金)：PTA役員会 

○2月16日(月)～17日(火)：3年期末テスト 

○2月17日(火)～19日(木)：3年生公立入試出願 

○2月26日(木)～27日(金)：12年期末テスト 

一年の計は、元旦にあり 
～ 1月8日 全校集会の話 ～ 

１ 月 
日 曜 行事予定 給食 

1 木 元日     

2 金 休日  

3 土 休日  

4 日    

5 月 冬季休業日   

6 火 冬季休業日  

7 水 冬季休業日  

8 木 
校門指導/全校朝会/学年集会/3年百

人一首大会 
なし 

9 金 登校指導 ○ 

10 土    

11 日 寄居町成人式   

12 月 成人の日   

13 火 スキー教室説明会/1年百人一首大会 ○ 

14 水 2年百人一首大会/3年実力テスト ○ 

15 木 月曜日課/教育相談研修会 ○ 

16 金 漢字検定予定 ○ 

17 土 寄居町書初め展  

18 日     

19 月 木曜日課/専門委員会  ○ 

20 火 学年朝会 ○ 

21 水 私立高校受験日 ○ 

22 木 私立高校受験中心日/学級学習の日 ○ 

23 金 ３つの達成目標検証日/私立高校受験日 ○ 

24 土    

25 日     

26 月   ○ 

27 火 入学説明会  ○ 

28 水   ○ 

29 木 学級学習の日 ○ 

30 金   ○ 

31 土    



※後日男衾中学校のWebサイトに掲載いたします。載せたくない内容がある場合には、担任を通じてお知らせください。 

12月9日(火)10日(水)に、男衾小学校6年1組と2組の

総合的な学習の時間で「卒業生から学ぶ会」が開かれ、

本校中学1年生の6名の学級委員が招待されました。 

中学校の授業や部活動等について小学生から質問を

受け、それぞれについて回答いたしました。小学6年生

は中学校の生活に興味関心が高く、昨年まで一緒に生活

した先輩ということもあり、たくさんの細かな質問を受

けました。 

緊張して、十分には回答することができないところが

あったかもしれませんが、身近な先輩後輩同士で充実し

た時間を持つことができたようです。今後も男衾小･中

学校では、互いに連携・協力して男衾の子どもたちの育

成に取り組んで行きます。 

今回も多くの生徒の皆さんの活躍で、たくさんの賞状や表

彰状、盾やトロフィーをいただきました。 

【寄居町科学展】 

優秀賞:3-1河合由梨亜 1-3河合愛奈  

金賞:3-2小林侑太 堀口健人 2-1金井るみ 2-3中里奎

太 中村蒼 1-1小林巧実 1-2大澤夏葉 小林泉水 1-3山

本梨乃 

【埼玉県科学教育振興展覧会大里地区展】 

金賞:3-1河合由梨亜 1-3河合愛奈  

【児童生徒発明創意くふう展】 

県展 埼玉県教育委員会教育長賞:3-1岩片颯希(全国展出展) 

金賞:3-1天川寛大 3-2今井佐和 2-1柏葉実 1-1権田結己 1-3小

池瑠莉 高橋悠華 吉田咲葵 

【第49回郷土を描く児童生徒美術展】 

特選:2-3嶋田友希乃 

入選:3-2今井佐和 内田香織 2-1金井るみ 1-2飛延篤

郎 長嶺円花 1-3福井勘介 

【第56回身体障害者福祉のための美術展】 

特選:3-2濱田由吏亜 1-1吉田創 

入選:3-1谷川実央 藤元爽乃 3-2金田龍治 2-2大澤由唯 阪下紫

織 2-3今泉優也 1-1石井勇成 加藤珠里 1-3丸山直巳  

【平成26年度町内美術展】 

入選:3-1岡野拓洋 河合由梨亜 久保田優也 三枝莉那 櫻井美咲 

清水翔 平井弥優 藤元爽乃 3-2石澤芙雪 内田安美 女部田峻也 

神庭のあ 金田龍治 小林侑太 辻村愛貴 濱田由吏亜 2-1市川萌

香 内田朱音 柏葉実 斉藤千奈都 松澤采世 2-2新井沙紀 木村茉

里奈 高橋彩来 山本遼香 2-3卜部希美 鹿島拓海 金子侯生 髙山

梓 田島亜弥 中村蒼 三浦恵梨香 1-1浅野愛香 石井勇成 楳澤悠 

小林巧実 權田将一 村山諒 吉田創 1-2大澤夏葉 金子健太 坂本

竜也 深町将也 堀口柊弥 村上晶胡 

【町内読書感想文審査会】 

特選:3-1河合由梨亜 

入選:3-1櫻井美咲 2-2山本彩由 2-3新井杏子 1-1相馬彩花 1-3

河合愛奈 

【埼玉県青少年読書感想文コンクール】 

特選:3-1河合由梨亜 

 

【大里地区文集｢けやき｣】 

特選:3-1岡部花音 3-2吉田翔 2-2新井沙紀 1-3河合愛奈  

入選:2-1市川萌香 2-3卜部希美 1-1権田結己 1-2金子健太 

【税についての中学生の作文】 

熊谷税務署管内納税貯蓄組合連合会優秀賞:3-1浅見奎吾 

【人権作文】 

北部地区人権作文 感謝状:2-2新井沙紀 

全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ埼玉県大会 優秀賞:3-1河合由梨亜 

○運動部 

【小川地方武道大会(柔道)】 

第3位:天川太智 

【寄居地方武道振興会柔道大会(柔道)】 

第3位:男子の部 鹿島拓海 深町将也  女子の部 島田樹里  

【秩父駅伝競走大会】 

中学男子の部第1位:小池智也 髙瀬優希 吉田創 新井巧 荻野翔大 

金子候生 (区間賞:小池智也 新井巧 金子候生) 

中学女子の部第2位:新井悠香 春山裕香 松本香乃 松本優

澄 大澤由唯 山本梨乃 (区間賞:新井悠香 松本優澄) 

【小川和紙マラソン】 

男子第7位:金子候生 8位:荻野翔大 

女子第1位:松本優澄 4位:新井悠香 

【行田浮き城のまち行田駅伝大会】 

男子第2位:荻野翔大 金子候生 新井巧 小池智也 君塚竜介 (区間

賞:金子候生) 

女子第3位:松本優澄 小林泉水 松本香乃 春山裕香 大澤由

衣 

【昇風林剣道大会】 

男子A第3位:富永祐基 大八木孝樹 菊池皇介 福島葵衣 飛

延篤郎 

男子B第2位:近藤大紀 小林巧実 馬場元暉 阿川昌樹 秋山空 

【県北中学生バスケットボール大会】 

準優勝:香取彩香 新井結理弥 新井紀香 前田絵莉菜 守屋英利菜 

青木愛未 大久保愛 浅見季星 

【埼玉県U-14北部地区選抜選手】 

香取彩夏 新井結理弥               

【埼玉県U-13強化指定選手】 

前田絵莉菜 守屋英利菜 

11月26日(水)に、｢マナーを守り、学び楽しめ、我

が国を｣をテーマとして、2年生東京見学を実施いたし

ました。生憎雨の中での見学となりましたが、東京国

立科学博物館、スカイツリー、浅草寺、東京都庁、明

治神宮など、各班ごとに立てた計画に沿って楽しく見

学をすることができました。 

そして、その成果を12月17日(水)の総合的な学習の

時間で発表いたしました。どの班も自分たちで立て見

学してきた計画ということもあり、自信を持ってプレ

ゼンテーションをしていました。この成果を来年の修

学旅行に活かしていきたいと思います。 


