
 

｢自分で自分をほめる｣習慣を 
 

この秋、広島中学校の生徒の皆さんの中には、新人兼県民体育大会や合唱祭などを通して、良

い成果をあげた人が大勢いました。また、日ごろの練習や努力を積み重ねたものの、残念ながら、

それが形とならなかった人もいました。しかし、｢努力は人をうらぎらない｣と言われるように、

鍛錬して得られたものは、普段は見えなくても確かな力となって、これから先につながっていき

ます。一人一人の心にその芽がしっかりと根を広げていくことを期待しています。 

ところで、皆さんは、｢自分で自分をほめる｣ということをしているでしょうか。毎日の生活の

中にはいろいろなことがありますが、どれだけ悩んだのか、一生懸命になったのか、努力したの

か、そんな自分のことをよく理解しているのは自分です。今日はいいことがなかったという日で

も、振り返ってみるとささやかながらも小さな喜びを見つけることができるでしょう。何かを頑

張った、他の人からほめられたり、感謝されたりしたときなどに、自分で自分をほめてみましょ

う。小さなことでもいいのです。自分が今日できたこと、努力したこと、達成できたことをほめ

てあげましょう。ほめることは傲慢になることではなく、認めることです。自分のすばらしい部

分に気がつき、認めて、前向きに生きていくことです。自分をほめるために自分自身を見つめて

いると、また新たな目標も見えてくるかもしれません。前向きな気持ちは、その人を次から次へ

とよい方向へ導いてくれます。 

心も落ち着くこの秋に、広中の生徒の皆さんが自分を見つめ、それぞれの目標に向かって歩み

を進めていくことを心から期待しています。                             （校長 田中健寿） 

 新生徒会本部 活動スタート 

生徒会長 : 岩田 峻  副会長 : 成沢 きらり・酒井 怜 
書記 :  内山 麟之助・須永 舞桜・田代 修一・網本 風月 
 9 月 16 日（金）に生徒会立会演説会が行われました「いじめ防止宣言を具体的な 

目標にしたい」「今日も学校に行きたいと思える学校にしたい」など、それぞれが 

明確な意志を持ち立会い演説会に臨みました。10 月 3 日（月）に引き継ぎが行われ 

正式に新生徒会としての活動がスタートしました。旧本部役員のみなさんは、より 

よい広島中学校を創り上げるための様々な活動の中心となって頑張ってくれました。ご苦労様でした。新本

部役員のみなさんも、良き伝統は引き継ぎ、学校生活が充実していくようリーダーとして頑張ってください。 

専門委員長 学級委員会：３年  片見 桜優香 ２年  源 葵衣 １年 土渕 勇人 

生活：齊藤 渉   保健：根本 風香  体育：山口 凌  給食：内山 藍里   

情報：清水 杏莉  図書：俣野 結音  安全美化：大橋 千佳 

ふれあい講演会   

地域の人々との連携による講演会を通して、生徒の夢や希望を育み、進路選択に向けての

意識を高めるということで行う講演会ですが、今年度は白水修養館館長 荒川 尊祐氏 

をお招きしました。講演会では、体の使い方や気持ちの入れ方等について、実践を踏まえ

てお話し下さいました。生徒たちは、自分で体験することができたこともあり、今後の生

活の中で深呼吸や気持ちの落ち着かせ方を実践していきたいという感想が多くありまし
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た。ありがとうございました。 

新人戦県大会出場 サッカー部・男子テニス部・陸上部 

 10 月 1 日（水）2 日（木）を中心に新人戦の地区予選会が行わ

れました。各競技とも熱戦が繰り広げられ、健闘した部が多く見

られました。主な成績は次の通りです。その他の活動でも生徒た

ちの活躍が光っています。 

◎新人兼県民総合体育大会地区予選 県大会出場 

 ○陸上 1年男子 100ｍ1位 三上 司 髙松 陸 

  （10月 12日（火）熊谷スポーツ文化公園） 

 ○ソフトテニス男子個人戦 5位 上之段 陽太 関 公亮 

 （11月 5日（土）彩の国熊谷ドーム） 

○埼葛代表決定戦優勝 サッカー部 

 （11月 10日（木）さいたま市八王子サッカー場） 

◎科学教育振興展覧会杉戸地区展   

特選：網本 風月・山﨑 紫乃・上原 未翔 

銀賞：薄 優奈・戸塚 千尋・田中 梨彩・吉田 康人 

◎平成 28年度町内読書感想文コンクール  

優秀賞：村中 あみ 田中 実希 

 優良賞：荻野 真桜 押田 花南 

◎杉戸町生徒発明創意工夫展並びに研究発表会 

 優秀賞：飯島 蓮・葛西 未来望・岩田 峻・渡邉 桃香 

 優良賞：関 公亮・大里 柚姫乃・島村 歩実・稲葉 梨帆 

工藤 良哲     

◎産振北葛支部中学校技術家庭科生徒研究発表会並びに発明創意くふう展 

 優良賞：飯島 蓮・葛西 未来望・岩田 峻・渡邉 桃香 

◎杉戸町人権作文 入賞：関根 楓花 

◎北葛飾郡中学校駅伝競走大会 男子Ａチーム 2位 Ｂチーム 5位 

               女子Ａチーム 6位 Ｂチーム 8位 

                  区間賞 第１位 渡邊 大智 

素晴らしい合唱祭 「全力合唱 広中声 金メダル級の歌声を」 

22(土)に本校体育館で合唱祭が行われました。どのクラスも練習

に励み、交流会も盛んに行い、お互いの合唱を高め合いながらこ

の日を迎えました。作り上げた合唱の響きはたくさんの感動を与

えてくれました。静かな雰囲気の中、一生懸命歌う生徒の姿は広

島中学校の誇りです。この伝統を大切にしていきましょう。 

最優秀賞 １年３組 ２年２組 ３年２組 

（2年 3年は 11月 2日に杉戸小学校で行われる町の音楽会に参加します。）  保護者・地域の方の多数のご来校に  

指揮者賞 1年 グエン コック ベト  2年 根本 風香  3年 宮本 妃果里      感謝申し上げます。 
伴奏者賞 1年 中島 ゆず     2年 岡田 真侑  3年 鳥塚 恵            

  

 

 

 

 

                            

 

＊今年度のＰＴＡバザーの収益金で、体育館の中央仕切りネットを購入していただきました。 

 毎年、生徒からの要望でも出ていたので、大変助かりました。ありがとうございました。 

11 月 の 予 定 

 日 曜 行事 

1 火 彩の国教育週間 3年進路学習会 

2 水 町音楽会  2年ＡＥＤ講習会  学校 

3 木 文化の日 

4 金 
基礎確認テスト（数学） 

2年ＡＥＤ講習会          公開 

5 土 
 

6 日 
 

7 月 基礎確認テスト（国語） 

8 火   

9 水 
３年埼葛地区学力検査 

2年体験学習 

10 木 三者面談 3456 受験用写真 

11 金 三者面談 1236   

12 土 校内環境整備日 

13 日 
 

14 月 県民の日 

15 火 三者面談 1234 

16 水 三者面談 1234 

17 木 三者面談 1246 

18 金 生徒会朝会 

19 土      

20 日 
 

21 月 区長と学校との連絡会 

22 火 交通安全指導 

23 水 勤労感謝の日 

24 木 期末テスト 1日目 4時間 

25 金 期末テスト+人権４５ふれあいデー 

26 土   

27 日 
 

28 月 
 

29 火 
 

30 水 
 


