
 

 

 

 

 

 

 

和４年度も早いもので約１月半が経過しました。「新入生」は「１年生」に「新２

年生・新３年生」は「２年生・３年生」と呼んだ方がしっくりくるようになりまし

た。そのような中、目に見えて変わったことがあります。それは朝の風景です。自

分から挨拶（先手挨拶）ができる生徒が随分と増えました。遅刻ギリギリの駆け込み登校

がまったくなくなりました。例外なくすべての学級で、８：２５から始まる朝読書が静か

に集中してできています。挨拶を交わすことや時間を守ることは、よりよい人間関係づく

りや集団生活の根本となる大切なものです。また読書を通して心を豊かにすることや集中

力を高めることもできます。年度がかわってすぐに表れた良い変化は、みなさんのよりよ

い１年にしようという前向きな気持ちが形となって現れたものです。その気持ちを大切に、

さらに上を目指していくことを願っています。 

 

個人の努力は足し算、集団の協力は掛け算 
 先日の学校朝会の話より。 

個人の努力は、「足し算」であると言われています。例えば問題集を毎日２ページやる

ことにすると、２日目には２＋２で４ページ、３日目には２＋２＋２で６ページに、これ

を１年間やり遂げればおよそ７００ページになります。最初に「７００ページの問題集を

やるぞ」と思っても「無理だよ」と思うかもしれませんが、小さな目標やノルマを掲げ、

こつこつと継続することで最後には大きな成果を成し遂げるのです。だから小さな努力を

コツコツと積み重ねる足し算の努力を大切にしてください。 

一方で集団の協力は「掛け算」だと言われています。例えば教室掃除を例にして考えて

みましょう。一人で教室掃除をすべてやりなさいと言われたら１時間ではきっと終わらな

いでしょう。途中でくじけて逃げ出してしまうかも知れません。たとえ６人でやったとし

ても、協力も分担もせず皆が同じ仕事をしていては時間内には終わらないでしょう。しか

し、班の６人で協力・分担してやると、正味１０分程度でやり遂げることができます。こ

れは６人の力を単純に足し算した以上の成果が発揮されているからです。足し算以上に大

きな成果になるのだから掛け算だろうということです。でも掛け算だからこそ気を付けな

いといけないことがあります。それは６人の中に協力せず勝手なことをする人がいたらど

うなるでしょうか。「２×２×・・・×０＝０」になってしまうということです。集団生

活の中では、一人の存在とはこんなにも重要なのです。 

 

   
本入部 新入生の部活動も本格化しました。

高い目標を持ち、心と体を鍛えていきましょう。

実質２年間しかありません。頑張ろう。 

小中連絡会 山王小・御狩場小の元６年生

の担任の先生が、１年生の授業の様子を見に来て

くださいました。 

緑の羽根の募金 生徒会本部役員が募

金活動をしてくれました。役員さん、募金をして

くれた人ありがとうございました。 

令 

山王中だより 
 

令和４年５月１６日 
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お知らせ・情報提供 

 ５月１８日（水）は「お弁当の日」です。忘れがないようにお願いします。 

 悩みごとなどのご相談 

① 親自身の心の悩み相談会       ①         ②                 

（埼玉県発達障害総合支援センター） 

② ＳＮＳ相談窓口 

 留守番電話の活用について 

６月より下記の時間帯は原則として留守番電話での対応となります。 

⚫ 授業日：最終下校時刻１時間後～翌朝７：３０ 

⚫ 休業日：終日 

※ 上記時間中に緊急かつ重大な連絡が必要な場合は、狭山市役所にお電話をお願

いします。警備室が対応するはずですが、山王中保護者であること、緊急な要

件であることを伝え、「教育委員会教育指導課」へつなぐようにお伝えくださ

い。なお、事件事故の場合は警察へご連絡をお願いします。 

※ 部活動の朝練習や休日練習で休む場合：Forms を使って欠席する旨を連絡し

てください。（詳細は後日各顧問より部員を通してお伝えます） 

 

６月行事予定 

 

 
 
コーヒータイム 小学校の理科の教科書から。 

1 炭酸水は、何が水に溶けているのか？（酸素・二酸化炭素・水素・窒素・ヘリウム） 

2 アルミニウムに塩酸をかけると発生する気体は何か？ （酸素・二酸化炭素・水素・窒素） 

3 恒星の等級（1等星から 6等星までの 6段階）は、星の何によって分けられているでしょうか？ 

    （大きさ・地球からの距離・明るさ・重さ） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
日 曜 学校行事等

下
校

下
校

授業予定授業予定
日 曜 学校行事等

水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ ○ ○ × × ×
水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ ○ ○ × × ×
水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ ○ ○ × × ×
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
金１ 金２ 金３ 金４ 金５
金１ 金２ 金３ 金４ 金５
金１ 金２ 金３ 金４ 金５

月１ 月２ 月３ 月４ 月５
月１ 月２ 月３ 月４ 月５
月１ 月２ 月３ 月４ 月５
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 木６
月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 水１
月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 水１
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 旅 旅 旅 旅 旅 旅
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
水１ 水２ 水３ 水４ 水６ 水５ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５
水１ 水２ 水３ 水４ 水６ 水５ 金１ 金２ 金３ 金４ 金５
水１ 水２ 水３ 水４ 木6 × 金１ 金２ 金３ 金４ 金５
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
旅 旅 旅 旅 旅 旅
金１ 金２ 金３ 金４ 金５
金１ 金２ 金３ 金４ 金５
旅 旅 旅 旅 旅 旅
火１ 火２ 金５ 月１ 月２ 月３ 月４ 月５
火１ 火２ 金５ 月１ 月２ 月３ 月４ 月５
旅 旅 旅 旅 旅 旅 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
× × × × × 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６

16 木 18:00
水曜日は「家庭学習の日」として部活動をなしにして早めの下校をさせます。ただし、１５日に
ついては、大会直前のために部活動を行います。

15 水 午後練あり、 18:00

30 木 内科検診13:30、学校評議員会、 16:3014 火 生徒朝会（壮行会）、 18:00

29 水
諸活動停止開始、眼科検診、家庭教育学
級？、

16:0513 月 3年生振休、 17:40

28 火 学校朝会（表彰）、 18:0012 日

授業計画は、あくまでも予定です。変更があれば生徒を通して連絡します。
１７日は大会のない生徒は２時間授業を行い下校となります。給食はありません。

25 土 漢字検定、9 木 修学旅行、 18:00

24 金 専、 17:408 水 修学旅行荷物搬送、 16:05

27 月 17:4011 土
修学旅行、通信陸上県大会、教育実習終
了、Ｐ運、

12:15

26 日10 金 修学旅行、通信陸上県大会、 17:40

21 火 学年朝会、 18:005 日

20 月 学総予備、 15:304 土

23 木 1年校外学習、 18:007 火 学校朝会、 18:00

22 水 16:056 月 17:40

17 金 学総市予選、 11:001 水 耳鼻科検診14:00、集金、 16:05

19 日3 金 専、尿検査２次、 17:40

18 土 学総市予選、2 木 内科検診13:30、 18:00

前号の答え  ある食べ物を温めるのに、500Ｗなら３分、1500Ｗなら１分かかる電子レンジがある。では、1000Ｗなら何

分かかりますか？  こたえ 1 分半（500W で 3 分なら 2 倍の出力である 1000W なら半分の時間で調理可能） 


