
～ ～新たな試みも大成功 じわり１・２年生の活躍
校長 石神 優

厳しい寒さが続いており、まだ朝晩は底冷えがします。間もなく立春が訪れますが、日中の寒さはだ
いぶ和らぎ、生命の息吹を感じさせる春が近づいていることがわかります。そうした中で、先月はどの
学年にも重要なイベントがあり、昨年からの積み上げを成功につなげることができました。

３学期の開始直後に出かけた『１年生のスキー教室』は、インフルエンザが心配されましたが、全員
参加を果たしました。さらに、すべてが予定どおり運び、けが人・病人ゼロという快挙を成し遂げてく
れました。３年生はのべ４５名が、１３校に及ぶ私立高等学校等の入試に挑戦しました。面接もしっか
り対応できたようで、すでに進路を決定した人も出ています。
そして、２７日に実施された『２年生の校外学習』は、近年の東中では実施さ

れなかった新たな試みとなりました “交通機関を使って現地に集合し、埼玉随。
一の城下町である「川越」の名所旧跡等を班別自由行動で訪ねる”というこれま
でにない企画です。２学期後半からの入念な下調べと準備を経て、これも全員参
加して、街巡りを満喫し、元気に帰ってきてくれました。半年後の修学旅行のリ
ハーサルとしても、大成功をおさめることができて何よりです。
こうして、どの学年も“今でしか得られない貴重な体験”を宝とし、学年末に

突入していきます。１・２年生は、三送会の準備に本腰を入れ、３年生は県公立高等学校の入試に向け
ラストスパートをします。それぞれに全精力を傾けて、２８年度の東中魂の集大成をみせてください。

開校記念日と東中の歩み
この２月１１日には日本の建国を祝う『建国記念の日』があり、その歴史は２６７７年に及ぶとされ

ています。続く１５日が東中の開校記念日で、その歴史は５７年です。比べるものではありませんが、
すべて物事には始まりがあり、そのいわれや歩みを知ることで、新たな認識が生まれます。
本校の学校沿革誌と鈴木薫先

生の残された「杉戸町の教育」
を手がかりに、東中の歩みを右
の図に表してあります。
昭和２２年の学制改革で生ま

れた三つの村立中学校の統合と
変遷を経て、昭和３５年に現在
の東中が開校しました。

開校記念日は、一般的には校歌や校旗が制定された日に合わせることが多いので
すが、東中は違うようです。おそらく、本校への土地提供者記念碑が設立され、十

『 』 。周年記念式典を実施した昭和４５年 ２月１５日 を記念日としたと考えられます
また、現在の鉄筋校舎は昭和５８年３月に完成しました。もちろん、それまでは

木造でした。掲載した写真は、私が着任した昭和５５年当時の旧校舎です。現校舎
の建設に伴い、この木造校舎を取り壊す際に、壁の中から膨大な量のもみ殻がこぼ
れ出てきました。それは 「生徒たちが寒い思いをしないようにと、断熱材がわりに地域の人たちが集、
めてくれたもの」だと古参の先生が教えてくれました。当時の住民の方々の学校開設に寄せた想いが伝
わるエピソードです。木造校舎は不思議なほど、夏は涼しく冬は温かかった記憶があります。昭和５７
年には、庄内古川より西側の並塚・大塚・佐左ヱ門・広戸沼・才羽・北蓮沼地区が、広島中の開設によ
り東中学区から分離しました。現３年生を加えると、５６４２名の卒業生を送り出すことになります。

（ 杉戸町の歴史 「杉戸町史通史編」から）《 杉戸宿開宿400年記念に寄せて『杉戸町の誕生』 》 「 」

『 』杉戸東中だよりふなと
『自学・友愛・鍛錬』学校教育目標

平成２９年２月１日

明治２２年( )の２月、大日本帝国憲法が発布されました。同年４月に市制・町村制法にもとづき、杉戸町と田宮村・1889
堤郷村、高野村、豊岡村、桜井村が誕生します。（現在の泉地区は、当時は中葛飾郡とされた豊岡村と桜井村が基盤）
杉戸町では、それまでの戸長・書記にかわり、町長・助役・収入役とし、代議員に代わって町会議員を選挙で選び、町議

会で予算を審議し議決するなど自治政治が始まりました。明治３２年( )に杉戸駅（現東武動物公園駅）が開業すると1899
近隣からの利用客が増加し、道路の不備が目につくようになりました。特に杉戸町を東西に抜ける道路を整備するため、
県に頼みました。そして、日光街道から関宿に通じる関宿新道、日光街道から田宮村・桜井村を通る宝珠花新道がつくら
れました。この道路には馬車も走って、人々も便利になりました。営業用の人力車も町に 台もあったほか、村々から荷40
車での物資の集散地として町がにぎわいました。（やがて、村々の合併を経て、昭和３０年に現杉戸町となります。）
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昭和３５年の出来事…
「ケネディ」大統領選出馬
「ローマオリンピック」開催
「アフリカ諸国」独立ラッシュ
「浩宮(現皇太子）様」ご誕生



【スキー教室】
１月１１日(水)～１３日(金)の２泊３日

で長野県菅平高原スキー場を舞台に１年生

のスキー教室が行われました。

『雪に負けるな！東中魂』をスローガン

に「①絆を深め一致団結②やるときは全力

③あきらめずにチャレンジ④責任感アップ

⑤シャイを克服して、一歩前進」の５つの

、具体的な柱を立てて

91.7自己評価は平均

点の大成功を収めま

した。

スキーは初めてと

いう生徒が多く、１日目は駐車場で歩く練

習から始まり、緩斜面を少し滑れるように

なりました。２日目はボーゲンで１時間か

かって降りてきたのが、回数を重ねるごと

時間が短くなりました。３日目には全員ス

ピードに乗って滑るようになりました。

天候にも恵まれ、自然に親しみ、集団生

活でも約束を守り、仲間との絆も深められ

たスキー教室でした。

【道徳授業研究】
１月１９日（木）に町内小中学校の先生

方が参観するなか、２年１組で道徳の授業

研究会が行われました。授業は、沖縄県の

興南高校が春夏連覇したときの新聞記事を

もとに、心の葛藤に迫りました。

【学校ファーム 大根収穫】
１月後半、学校ファームで育てられた大

根の収穫が行われました。今年は天候にも

、 、恵まれ 太くて大きな大根がたくさんでき

抜くのにとても力が必要でした また 青々。 、

とした葉のついた栄養満点な大根を家に持

ち帰りました。

【なかよし作品展】
杉戸町小中学校特別支援学級「なかよし

作品展」が杉戸町西公民館で２８日・２９

。 、 、日に開かれました 本校からは絵画 立体

書き初め、硬筆、トレース、俳句等合計３５

点の作品が出品され、日頃の学習の成果を

披露しました。

【小中一貫教育の取組】
１月３０日(月)に泉小学校で、小中一貫

教育研究協議会が開かれました。最初に

５・６年生の授業参観を行いました。全員

が積極的に授業に臨んでいました。続いて

各部会で今年度のまとめと次年度への課題

について熱心な話し合いが行われました。

【表彰】
『 』杉戸町書きぞめ展

〔特選〕２年 須藤 陽

〔金賞〕１年 塩谷 貫太 矢野 晴登 江面栄美奈 加藤 颯将

２年 新井 達也 本間 雅子 前川竜太朗

３年 遠藤 亜弥 関口紗里奈 石嶋 茜 吉澤 海咲

〔銀賞〕１年 後藤 夢也 松明 彩 平井 康輝 龍川 圭太

２年 ザヒカ 中根 雛 間中 芽依 吉岡 優空

３年 五十嵐彩乃 熊田 修也 塩谷 侑己 山本 歩実

＜２月の行事予定＞

１(水)全校朝会 学校公開(～３日)

３(金)新入生入学説明会

４(土)人権作文発表・心のふれあい

講演会

８(水)表彰朝会

１１(土)建国記念の日

１３(月)期末テスト(３年)(～１４日)

１４(火)実力テスト(１・２年)

専門委員会

１５(水)開校記念日

１６(木)中央委員会

１７(金)生徒朝会

２０(月)県公立高校願書提出期間

(～２１日)

２１(火)基礎学力テスト(英)

２２(水)学年朝会

２３(木)県公立高校志願先変更期間

(～２４日)

部活終了時刻 １７：００
完全下校時刻 １７：１５

＜３月の行事予定＞

２(木)県公立高校学力検査

期末テスト(１･２年)

３(金)県公立高校実技検査・面接

期末テスト(１･２年)

８(水)３年生を送る会

９(木)全校朝会

１０(金)県公立高校入学許可候補者発表

給食終了(３年)

１３(月)卒業式予行

１５(水)第５７回卒業証書授与式

１６(木)専門委員会

１７(金)基礎学力テスト(社)

１８(土)吹奏楽部スーパーライブ

２０(月)春分の日

２１(火)中央委員会

２３(木)生徒朝会 大掃除

給食終了日

２４(金)修了式

部活終了時刻 １７：１５
完全下校時刻 １７：３０


