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目標達成のために（意志力を鍛える）

明けましておめでとうございます。保護者・地域の皆様にはますます御健勝のこととお喜び

申し上げます。今年が皆様にとりまして、幸多い一年となりますことを祈念いたします。

さて、新年を迎え、新たな目標を決めた生徒も多いことと思います。目標を達成するために

最も大切なことは何でしょうか。それは、目標を達成するためにやるべきことをやり抜こうと

する意志力だと思います。

この意志力について、心理学が発達して、いろいろなことが分かってきました。

まず、激しい運動をすると筋肉が疲れてしまうように、意志力にも限度がある

そうです。意志力は、目標達成に関係のない日常生活（例えば、レジに並んでイ

ライラしたり、細かい作業をしたりすること）でも使われてしまうそうです。し

かし、習慣化されたこと（例えば、歯磨きをしたり制服に着替えたりすること）

には意志力は使われないそうです。ですから、有効に使うためには、基本的な行

動は習慣化してしまい、意志力を「やるべきこと」に集中して使えるようにして

おくことが大切です。

次に、疲労した筋肉を回復させるためには、休養し栄養を補給することが必要です。同様に、

意志力の回復のためには、脳にエネルギーが届くように規則的で健康的な食事と脳の疲れをと

る十分な睡眠が必要だそうです。

最後に、筋肉は、適切にトレーニングすることで強くなります。意志力にも同じことが言え

るそうです。ある研究によると、意志力が鍛えられた訓練は、ジョギングでも筋トレでもなく、

意外にも「背筋を伸ばす」ことでした。みなさんが授業を正しい姿勢で受けることには、意志

力を鍛えるという利点があったわけです。できるだけ多くの意志力を身につけていたほうが、

多くの目標を達成できる可能性が高まります。体力と共に、意志力も鍛えて欲しいと思います。

このお話が、みなさんの夢や目標の実現の参考になれば幸いです。１年間のまとめでもある

３学期の活躍を期待しています。（参考図書｢WILLPOWER 意志力の科学｣ﾛｲ･ﾊﾞｳﾏｲｽﾀｰ ｼﾞｮﾝ･ﾃｨｱﾆｰ著）

（校長 田中健寿）

※１月８日発行のため、地域の皆様には１ヶ月遅れで回覧されるかと存じますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

校内書きぞめ展～書道は芸術～

12 月 15・16 日校内書きぞめ展が開かれました。真剣に取り組んだ作品は力作ぞろいでした。選手に選ば

れた生徒の作品は1月16・17日に開催される町展（カルスタすぎと）に出品されます。

入賞（町展出品者）青木 穂乃花・篠﨑 ひなの・染谷 みほ・武井 杏奈・青木 萌香・小林 蒼・三浦 茉奈

・稲葉 優花・栗田 みさと・中島 知星・中村 志人・藤井 弥夢・木嶋 茜莉・篠﨑 花・林 美希・古澤 脩斗

・村田 優希・神田 瞳・長嶺 果央・折原 真央・小沼 樹里・冨沢 未来・長島 れあ・榎原 寧々・奥戸 海斗

・後藤 英奈・清水 杏莉・高橋 明日香・間瀬 詩音・上原 未翔・内山 藍里・葛西 未来望

・山田 芽衣

入賞 金子 莉沙・竹内 優里・飯塚 衣里奈・山本 歩果・小山 未緒・小川 清楓

・白石 恭子・会田 竜馬・越 菜月・鳥塚 恵・石島 蒼人・久保田 紗恵・五十嵐 月・大作

敏信・田中 実希・宮田 桃香・島村 歩実・杉本 遥・松村 颯人・飯島 蓮・山中 桜凪
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広島中学校の誇りはみんなの一生懸命な姿です

～2015年も頑張りました～

2 学期の終業式までにたくさんの表彰がありました。広島中学

校の生徒たちは様々な事に「一生懸命」取り組んできました。そ

の一生懸命な姿は広島中学校の誇りです。2016年も精一杯輝く姿

を楽しみにしています。

○中学生の「税の標語」関東信越関税会連合会長賞 小林 蒼

入選 福田 詠美

○中学生の「税についての作文」優秀賞 松永 莉奈

○平成 27 年度人権に関する作文

優秀賞 山田 芽衣・髙山 愛香・石川 麻衣

○平成 27 年度人権に関する標語

優秀賞 米本 春輝 優良賞 野口 めい・片見 桜優香

○身体障害者福祉のための第 57 回埼玉県児童生徒埼葛地区展

入選 武井 杏奈・千葉 美智都・鈴木 華奈子・小林 蒼・小林 紅

美・小川 桃唯栞・田村 加代子・竹内 優里・松本 まどか・遠山

陽音

○平成 27 年度杉戸町児童生徒美術展

平面の部 金賞 深井 葉月・中山 明日香

銀賞 大作 沙綾・疋野 楓・武井 杏奈・保泉 賢吾

入選 福田 詠美・野口 めい・長嶺 果央・青木 萌香・芳賀 主彩

立体の部 金賞 中村 志人・保泉 賢吾

銀賞 上原 未翔・小川 清楓・大作 亮太・中島 知星

入選 島村 歩実・坂本 乃亜・長島 れあ・竹内 優里・杉本 侑太

○埼玉県児童・生徒発明創意くふう展 優良賞 金子 凌介

○第 59 回 JA 共済小中学生書道コンクール銅賞 村田 優希

○新人兼県民総合体育大会県大会ソフトテニス女子個人戦

第２位 岡安 明日香・中原 ひかる

○新人兼県民総合体育大会北葛地区予選会

男子 110H 第 1 位 小林 拓馬 女子砲丸投げ第 1 位 田中 愛李

いじめ防止集会 ～広島中学校いじめ防止行動宣言～

７日(月)５時間目に、いじめ防止集会が

行われました。いじめを防止し、よりよ

い人間関係を形成するために、各クラス

で道徳の時間等を使って何度も話し合

いをしました。その後、中央委員会で

何度もその内容について検討し、各学

年の代表者を中心に意見交換がなされました。「いじめは絶対

に許さない」という基本姿勢のもと、今、広中生としてなすべ

きことを考え、それを実現するための「いじめ防止宣言」を発

表しました。「いじめ」というその人の尊厳を傷つけるような行為は決して許されま

せん。今回の経験を通して、悲しい思いをする生徒がいない学校を広中生全員で作り

上げていきます。

校旗旗手交代です ～１年間ご苦労様でした～

本校では、入学式を始め各儀礼的行事で、１番最初に校旗が入場します。

今年度は３年生の髙松 晃誠さん、折原 健太さんが務めてくれました。３学期の始

業式から２年生の大作 敏信さん、越 菜月さんが務めます。姿勢よく、おごそかに

入場する旗手の姿は美しく、気が引き締まるものです。１年間よろしくお願いします。

1 月 の 予 定

日 曜 行事

1 金

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金 始業式 検証テスト（英語）

9 土

10 日

11 月 成人の日

12 火 給食開始

13 水 1年スキー教室 交通安全指導

14 木 1年スキー教室

15 金 1年スキー教室

16 土 町内書き初め展（カルスタすぎと）

17 日 町内書き初め展（カルスタすぎと）

18 月

19 火 幼稚園訪問 専門委員会

20 水 幼稚園訪問

21 木

22 金
生徒会朝会

県内私立高校受験中心日

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水 幼稚園訪問

28 木 幼稚園訪問

29 金 全校朝会

30 土 なかよし作品展

31 日 なかよし作品展


