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目標の達成のために～ルーティン～ 
 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。平成３０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。 

 生徒の皆さんは、新しい年を迎え、いろいろと考えたり感じたりすることがあったことと思

います。年の初めにあたって、何らかの目標を立てた人も多

いと思います。目標を達成するためには、工夫や努力が必要

です。その工夫として、｢ルーティン(routine)｣を紹介したい

と思います。  

｢ルーティン｣とは、｢決められた一連の動作、仕事｣という意味です。これを活用して成果をあ

げている方がいらっしゃいます。少し前になりますが、野球のイチロー選手がベンチを出てか

らバッターボックスで構えるまでの間の動作、ラグビーの五郎丸選手のキックの前のポーズな

どが話題になりました。結果を残している多くのアスリートが、｢毎回決まったときに同じこと

を行うことにより、今日の自分の様子を他の日と比較し、いつもと違うことを修正することで、

失敗やけがを減らす。｣｢緊張する場面で、普段の練習と同じ精神状態を作り出し、いつでもど

こでもいつも通りの力を発揮する。｣などの理由で、ルーティンを行っているようです。 

 また、人は、失敗をしてしまったときに、失敗のことに気をとられると、失敗が失敗を呼び、

焦ってパニック状態になってしまうことがあります。そのときに、いつも行っている行動(ルー

ティン)をすると、脳の情報が整理されて気持ちをリセットすることができるそうです。 

 ｢ルーティン｣は、皆さんがスポーツの試合に臨むときはもちろん、勉強や試験に臨むときに

も応用できるのではないでしょうか。例えば、自宅で集中して勉強をするために、始める前に｢水

分を飲む→首の運動をしてから椅子に座る→｢始めるぞ｣と唱える｣などの決まった動作をする

ことで、勉強に集中する状態をつくるのです。また、試験会場で自分の心を落ち着かせる方法

として、自分なりのルーティンをつくっておいてはいかがでしょうか。 

 目標達成に向けた方法や工夫は、様々あると思いますが、日々の積み重ねが成果につながり

ます。一年間のまとめの学期として、皆さんの活躍を期待しています。  （校長 田中健寿） 

※１月１０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～   参観ありがとうございました 

12月 14・15日校内書きぞめ展が開かれました。どの学級も集中して取り組み、字のバランス

や字体など授業での注意点を意識した作品が多く見られました。選手に選ばれた生徒の作品は 

1月 13・14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）上原 未翔・葛西 未来望・松村 颯人・山中 桜凪・清水 杏莉・間瀬 詩音   

山田 芽衣・内山 藍里・後藤 英奈・奥戸 海斗・島村 歩実・木村 菜那・日下部 香奈 

安路賀 英奈・青木 陽菜・新井ひかり・岡田 洲・武井 春薫・芳賀 千春・山﨑 紫乃 

網本 風月・古屋 利紗・秋山 史步・塩澤 七菜・髙橋 萌花・武井 美咲希・古谷 実輝 

五十嵐 天・君村 優衣・和泉 花步・奥戸 聖斗・濱田 菜々美・福田 萌々花 

入賞 ・稲葉 梨帆・杉本 遥・高橋 明日香・榎原 寧々・伊勢 花音・荻野 真桜 

髙橋 唯斗・菅原 優芽・永友 陸・島村 夏輝・冨賀 美弥・内藤 可那子・黒澤 溫太 



校旗旗手、校歌国歌指揮者伴奏者交代～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、校旗旗手、国歌伴奏、校歌指揮伴奏を生徒が行います。３学期

の始業式から２年生に交代になります。また１つ、広島中学校の伝統というバトンが引き継がれます。 

国歌伴奏：武井 春薫 校歌指揮：小川 華純 伴奏：中島 ゆず 

校旗旗手：井上 勢優 土渕 勇人 

～2017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輝くものがあります。2018年の生徒の活躍す

るする姿を楽しみにしています。 

○「税についての作文」春日部納税貯蓄組合連合会長賞 源 葵衣 

○「税に関する標語」 関東信越関税会連合会会長賞 清水 杏莉 

○人権に関する標語  優秀賞 片岡 鈴葉 

優良賞 酒井 怜・新井 柚葉 

○人権に関する作文  優秀賞 吉岡 龍我・相川 裕樹・清水 杏莉 

○身体障害者福祉のための第 59 回埼玉県児童生徒埼葛地区展 

特選 武井 美咲希 

入選 木村 彩香・奥戸 聖斗・日下部 香奈・芳賀 千春 

髙橋  優那・野口 めい・渡邉 桃香・大作 沙綾 

○第 52 回郷土を描く児童生徒美術展 

特選 島村 歩実 

入選 武井 美咲希・冨賀 美弥・内藤 可那子・岡田 洲・ 

吉澤 康人・岩田 峻・内山 藍里・ 

○平成 29 年度杉戸町児童生徒美術展   

平面の部 金賞 塩澤 七菜・岡田 真侑 

銀賞 内藤 可那子・櫻井 明日紗・内田 茉央・神谷 あおい 

 入選 長堀 真彩花・濱田 菜々美・高橋 明日香 

 立体の部 金賞 網本 風月・島村 歩実 

 銀賞 山﨑 詩織・奥戸 聖斗・髙橋 優那 

 入選 武井 美咲希・後藤 英奈・福田 詠美 

○平成 29 年度サッカー埼玉県ユース U13 四地区予選 準優勝 

 平成 29 年度幸手さくらの街杯 優勝 

○第 45 回荻原杯争奪大会中学 1 年生男子の部  

第 3 位 桑原 可悟・小川 湊太 

○第 4 回杉戸･宮代近隣中学軟式野球交流大会 敢闘賞 井上 勢優 

薬物乱用防止教室 

 13(水)の６校時に、県立岩槻商業高等学校 長岡 邦子先生をお迎

えして、薬物乱用の怖さや心身への影響についての講演をしていた

だきました。だんだんと薬物依存に陥っていく高校生を描いた

DVD は、その怖さを充分に伝えてくれる内容でした。「１回でも

使用すればそれは薬物乱用という」という言葉の意味がよくわかっ

たかと思います。思春期における心の問題や悩みはあって当然で

す。そんなとき、どうしたらいいかという対処法なども教えていた

だきました。「興味があるから」「自分は大丈夫だから」といった

安易な考えは、その後の人生を大きく狂わせます。自分の意志をし

っかりと持ち、自分の人生を前向きに考えることができさえすれば

結果は違ってきます。悩みが多い年齢にはなりますが、周囲に相談

したり自分自身でよく考えて行動したりすることの大切さを再確認する良い機会となりました。 

＊３月８日(木)は１，２年生の授業参観・懇談会を予定しています。ぜひ、ご参観下さい。 

1 月 の 予 定 

 日 曜 行事 

1 月 
 

2 火 
 

3 水 
 

4 木 
 

5 金 
 

6 土 
 

7 日 
 

8 月 成人の日 

9 火 
始業式 基礎確認テスト英語 

避難訓練 

10 水 給食開始  

11 木 スキー教室 

12 金 スキー教室 

13 土 
スキー教室 

町内書き初め展（カルスタすぎと） 

14 日 町内書き初め展（カルスタすぎと） 

15 月 1年振替休業日 

16 火 専門委員会安全点検 

17 水 
 

18 木 生徒会朝会 

19 金 
 

20 土 
 

21 日 
 

22 月 
県内私立高校受験中心日 

3年給食なし 3時間授業 

23 火 
県内私立高校受験中心日 

金曜授業 

24 水 
 

25 木 校内研修を支援する学校訪問 

26 金 全校朝会 火曜授業 

27 土 なかよし作品展 

28 日 なかよし作品展 

29 月 民生児童委員と学校との懇談会 

30 火 
 

31 水 木曜授業 



   


