
 

     柏原中だより  令和２年 ３月特別号 狭山市立柏原中学校 

  〒３５０－１３３５ 狭山市柏原２５２０－１１ TEL04-2954-5073  生徒数 ２５１ 名 

  ＜学校教育目標＞ 今を精いっぱい生きる・凡事徹底 ○希望を持って進む生徒 

 ３月１４日（土）の卒業式後に行った卒業生の表彰と、臨時休校のため、表彰できなか

った内容をお伝えします。１、２年生の表彰は、新年度に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和元年度 卒業生（３年生）に関する表彰等 （敬称略） ３月１４日（土） 
 
（１）令和元年度 埼玉県教育委員会 児童・生徒表彰 

３年２組  ○○ ○○ 
 

（２）令和元年度 体育優良児童・生徒表彰 

３年２組  ○○ ○○、 ３年１組  ○○ ○○ 
 

（３）令和元年度 埼玉県産業教育振興会小・中学校優良卒業生表彰 

３年２組  ○○ ○○ 
 

（４）令和元年度 ３年間皆勤賞表彰（無欠席・無遅刻・無早退） 
１組 ： ○○ ○○、 ○○ ○○、 ○○ ○○ 

 ２組 ： ○○ ○○、 ○○ ○○、 ○○ ○○ 
 
（５）“学校だよりお届け隊”、１年間ありがとうございました。 
   １組：○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、 

○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○ 
２組：○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、 
   ○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、 
   ○○ ○○、○○ ○○ 

 
おめでとう！ 柏原中生、活躍しています！ （敬称略）  
 
 
令和元年度 埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール   １０月２０日（日）  
入賞   １年 ○○ ○○  作品「自己管理 一生使う 自分の歯」 

 
狭山市写真作家協会主催 第４回こども写真コンテスト   ２月４日（火） 
 
優秀賞                 入 選 
 
 
 
２年 ○○ ○○            ３年 ○○ ○○ 
 
作品名「現代」             作品名「ブタのお花見」 

 
 
平成元年度 狭山市小中学生スポーツ・文化  教育長表彰  ２月１４日（金） 
  
スポーツ分野  １年 ○○ ○○ 

 令和元年度関東中学校体育大会 第４３回関東中学校水泳競技大会 
 ２００ｍ自由形出場（１８位）、１００ｍ自由形出場（２２位） 



 

 

 

 

 

 

おめでとう！ 柏原中生、活躍しています！ （敬称略）  
 
令和元年度 第６０回 埼玉県児童生徒美術展覧会    １月３１日（金）  

受賞名 受賞生徒氏名 題材名 作 品 名 
埼玉県特選 ３年２組 ○○ ○○ 自画像 未来からの光 

入間地区特選 
３年２組 ○○ ○○ 自画像 将来に向かって 
２年３組 ○○ ○○ 蒔絵 鯉幟（こいのぼり） 

入間地区入選 

３年２組 ○○ ○○ 自画像 舞 
２年３組 ○○ ○○ 彫塑 「手」 大きくピース 
１年１組 ○○ ○○ ティッシュボックス 花と扇子 
１年２組 ○○ ○○ ティッシュボックス 魚の行進 

狭山市内佳作 
３年２組 ○○ ○○ 自画像 不安 
２年３組 ○○ ○○ 蒔絵 日本の遊び 
１年１組 ○○ ○○ ペーパーナイフ 波バターナイフ 

 
令和元年度 狭山市交通安全作品      ２月２０日（金）  
表 彰 出品者氏名 受賞作品（スローガンの部・短い手紙の部・ポスターの部） 
優秀賞 ３年１組 ○○ ○○ 「平気でしょ。」 その考えは 「危険でしょ。」 
優秀賞 ２年３組 ○○ ○○ 「止まるはず。」 その考えを まず止めて 
優秀賞 １年２組 ○○ ○○ 何見てる あなたの視線。 前見てる？ 
佳 作 ３年１組 ○○ ○○ 割り込みに 腹を立てない あおらない 
佳 作 ３年１組 ○○ ○○ ハンドルは 家族の未来を 背負ってる 
佳 作 ２年３組 ○○ ○○ 視野広く！ 小さな命 そこにある 
佳 作 １年２組 ○○ ○○ 狭山市に ０（ゼロ）を並べよ！ 事故の数 
佳 作 １年３組 ○○ ○○ アクセルは 命のペダル 慎重に 
優秀賞 ３年２組 ○○ ○○ すべての車を運転する人へ：最近、道を譲っている車をよく見ま

す。そんなとき、運転手さんはみんな笑顔です。他人のことを考
えた優しい運転を、いつもありがとうございます。 

優秀賞 ２年１組 ○○ ○○ おじいちゃんへ：そろそろ免許返した方がいいんじゃない？ 運
転見てて、危ないよ……。 

優秀賞 １年３組 ○○ ○○ お母さんへ：「お帰り。」のお母さんの声が、交通ルールを守っ
たという証拠だね！ だから、お母さんも交通ルールをしっかり
守ってがんばってね。 

佳 作 ３年２組 ○○ ○○ 交通に関わる人へ：「平気、平気。」と油断していると危ないで
す。いつ、どこで、何があるか分からないけれど、未来はまだ変
えられる。だから、「平気」ではなく、しっかりとした交通ルールを
守ってください。ルールを破っても、格好良くないです。 

佳 作 ２年２組 ○○ ○○ 運転手さんへ：「アクセルとブレーキの踏み間違い。」、その言い
訳はもう飽きた。 

佳 作 ２年３組 ○○ ○○ 危険運転をしているあなたへ：「キキーッ」、急ブレーキをかけた
が、ぶつかってしまった。目の前の光景を見て後悔しても、もう
遅い。なんてことにならないように、「ながら運転」や「あおり運
転」などをやめましょう。一度なくなった命は戻ってきません。事
故を起こしたあなたの、これまでの努力や喜び、大切なものなど
も失います。危険運転、やめましょう。 

佳 作 １年２組 ○○ ○○ ながら運転している方へ：そのながら運転が、一生の後悔になり
ます。 

佳 作 １年２組 ○○ ○○ 家族へ：「行ってきます。」って言ったら、必ず「ただいま」って言
ってね。 

佳 作 １年２組 ○○ ○○ ＜ポスターの部＞    

 


