２０２０年度版

佐野市立常盤中学校との交流・絆
虹のプロジェクト
令和元年１０月１２日（土）、関東地方を襲った台風１９号は、各地に甚大
な被害をもたらしました。栃木県佐野市立常盤中学校は、学校西側を流れる
秋山川が氾濫し、東岸にある校舎は直接の被害を免れましたが、西岸に住む
人々は、浸水や倒壊といった被害に遭いました。そこで、佐野市立常盤中学
校の生徒の皆さんに、同じ「常盤中学校」としてできることはないか？生徒会
が中心となり、「佐野市立常盤中学校応援プロジェクト」がスタートしました。生
徒全員で千羽鶴を。１０月１８日（金）の合唱コンク－ルでは、ＰＴＡ・後援会の
役員の皆様に協力を仰ぎ、義援金を集めて渡すことができました。
これから両校の交流が始まります。
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文部省・日本学校体育研究連合会より学校体育賞受賞 21. 8.21
第３３回放送研究会全国大会会場校
21. 8.21
第１２回全国中学校サッカ－大会優勝
23. 8.21
全日本中学校陸上競技選手権大会女子100m・200m・400mＲ優勝 25. 8.21
全日本中学校陸上競技選手権大会女子三種Ａ・三種Ｂ優勝 25.11.19
全日本中学校陸上競技選手権大会100m・200m・400mＲ・三種Ｂ優勝 26. 8.21
文部大臣視察訪問
26.11.29
保健体育全国表彰
27. 6.下旬
創立。常盤学校北棟６教室を校舎として開校

新体操四大陸選手権大会（メルボルン）出場
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開校式挙行

後援会創立
ＰＴＡ創立
新潟鐵鋼所旧青年学校校舎買収のこと決定
校舎修理完了、移転
校章制定
第１回卒業式
校歌制定（昭和２８年２月１２日披露）
校舎増築落成式
プール及附属建物落成
体育館兼講堂落成
新校舎落成式
全国学校新聞コンクール総理大臣賞受賞
全国学校新聞コンクール文部大臣賞受賞
障害児学級移設開級式挙行
埼玉県体育協会より栄光賞受賞

27. 8.17

成

増築校舎（特別教室棟）落成式・祝賀会挙行
全日本中学校陸上競技選手権大会女子100mH４位
全国中学校新体操選手権大会７位
正門植栽完成
開校４５周年式典挙行
開校４５周年記念モニュメント「俊英」除幕式
「野鳥の森」工事完了

正門横花壇「記念樹」植栽工事完了
全国中学校水泳競技大会出場
全日本中学校陸上競技選手権大会女子走幅跳４位
全国中学校水泳競技大会男子400mMR７位
特別支援学級棟改修工事完了
国民体育大会女子走幅跳４位
全国中学校水泳競技大会男子400m自由形４位
浦和・大宮・与野の三市合併によりさいたま市立常盤中学校と改称

全日本中学校陸上競技選手権大会女子100mH出場
全国中学校水泳競技大会男子1500m自由形優勝400m自由形２位・400mMR出場

全日本中学校陸上競技選手権大会女子200m出場
給食室完成
自校給食開始
全国書写書道教育研究大会会場校
国際交流事業ニュージーランド・ノースクロス校との交流を決定

創立６０周年記念式典挙行
全日本中学校陸上競技選手権大会男子400m出場
全国中学校水泳競技大会男子50m自由形出場
全国中学校水泳競技大会男子50m自由形出場
全国中学校水泳競技大会男子100m・200mバタフライ出場
父母と教師の会 日本ＰＴＡ全国協議会会長表彰受賞
全国中学校水泳競技大会男子100mバタフライ４位・200mバタフライ８位・400mR出場

全国「小さな親切」運動作文コンクール内閣総理大臣賞受賞
太陽光発電設備・蓄電池設置
全国中学校水泳競技大会男子100mバタフライ２位・200mバタフライ２位

28. 8.17
29.11.17
30. 8.17
30. 8.21

400mR６位・男子総合４位
全国中学校水泳競技大会男子400mＲ・400mＭＲ出場
創立７０周年記念式典挙行
全国中学校水泳競技大会男子400mＭＲ出場
全日本中学校陸上競技選手権大会男子800m.1500m出場

1.10.17

佐野市立常盤中応援プロジェクト発足

令

和
交流開始

学校経営
学校教育目標

研究委嘱
小・中一貫教育
学校安全教育

○心豊かな中学生
○自ら学ぶ中学生
〇活力あふれる中学生

トキチュー魅力アップ大作戦

「虹のプロジェクト！」
お互いを認め合い、人と人とののつながりを大切
にし、試練に打ち勝つことのできる強い心を身に
付け、「なりたい自分」になろう！

目指す学校像（ミッション）
「古くて新しい常盤中の創造」
～わかる授業 明るい学級 夢を育む学校～

学校経営方針
（１）「継承と創造」歴史と伝統を継承しつつ、新たな創造を念頭に経営を推進する。
（２）「凡事徹底」

いつの時代にあっても変わらない大切なこと・凡事を徹底する。

目指す生徒像
気づき力を高め「元気に登校」「笑顔で下校」できる生徒
○さわやかなあいさつができる生徒
○校歌を大切にしっかり歌うことができる生徒
○靴のかかとをしっかりそろえられる生徒
〇名前を呼ばれた際、返事がしっかりできる生徒

目指す教師像
生徒の夢の実現を支援する教職員

※ともに学び
※希望を胸に
※和をもって

常盤中の教育に当たる教職員

特色ある教育活動
俊英太鼓

つぼみの日

開校６０周年を機に、常盤中
の目玉となりました。音楽部
を中心に有志を募り、学校行
事、浦和まつり、ロイヤルパイ
ンズ夏祭り等に出演していま
す。

小学校６年生を対象に、授業
体験、部活動体験を行ってい
ます。また、中学３年生は、出
身小学校に出向き、１年生か
ら５年生までのアシスタント
ティ－チャ－を務めています。

常中体操

円陣校歌

７０周年を機に、常盤中オリジ
ナル体操を作りました。体育
祭の開会式直後、全校生徒
で校庭で行う姿は、迫力満載
です。

体育祭のフィナ－レを飾るイ
ベントです。閉会式前に、全
校生徒及び教職員が肩を組
み、円陣になって声高らかに
校歌を熱唱する姿は圧巻で
す。

いじめ撲滅集会

交通安全テッシュ配布

常盤中学校区の４校（常盤中、
常盤小、仲町小、常盤北小）
の代表が集まり、いじめ撲滅
について話し合い、 その内
容を演劇部と生徒会で「いじ
め撲滅劇」にし、それを全体
に訴えかけました。

安全教育の一環として、関係
小学校とともに、自作のティッ
シュを作成し、学校周辺で配
布し、交通事故防止を呼びか
けてています。

チャレンジテスト

振り込め詐欺防止

関係小学校の６年生を対象
に、中学校の教員がテストを
作成し、採点、結果を分析し、
小学校の教員と共有すること
で、今後の指導法の工夫・改
善に生かしています。

新聞文芸部が、埼玉りそな銀
行北浦和西口支店で「振り込
め詐欺防止キャンペーン」を
行い、オリジナルのリ－フレッ
トを作成し配布したほか、の
ぼり旗を設置していただきま

科学部サイエンスショ－

ごみゼロ運動

科学部の生徒が、北浦和５丁
目まつり、常盤北小学校でサ
イエンスショ－を実施し、大好
評でした。

土曜公開授業の日、浦和区
が主催する「浦和区秋のごみ
ゼロ運動」に協力し、通学路
のごみ拾いに毎年取り組んで
います。

特別支援学級米作り
特別支援学級の生徒たちが、
毎年緑区にある水田を借りて
稲作の体験を行っています。
５月に田植え、１０月に稲刈り
を行い、刈り取ったお米は、
学校給食に出され、みんなで
美味しくいただいています。

ＰＴＡサポ－タ－活動
学校の環境整備のため、春
は花壇の花の植え替え、秋
は落ち葉掃き等の常盤中サ
ポ－タ－活動を行っていた
だいています。

生徒の活躍

２０１８～２０１９

【全国大会】
★Ｈ３０全国中学校水泳競技大会 男子４００メ－トルメドレ－リレ－ 水泳部 出場
★Ｈ３０全国中学校陸上競技選手権大会 男子８００m・１５００m 陸上部 出場
★ユニバ-サルロボティクスチャレンジ２０１８ 科学部 出場
★Ｈ３０・Ｒ１文部科学大臣杯 小中学校将棋団体戦（東日本大会） 出場
★Ｈ３０全国中学生創造ものづくり教育フェア「あなたのためのお弁当コンクール」 手芸部 出場
★ロボカップジュニアジャパンオ－プン２０１９ 出場

【関東大会】
★Ｈ３０関東中学生テニス選手権大会 男子シングルス・ダブルス 出場

【埼玉県学校総合体育大会出場】
Ｈ３０ 陸上部男子・水泳部男女・サッカ－部・剣道部女子・新体操部・卓球部女子・テニス男子
★水泳部 男子４００mメドレ－リレ－ 第２位
男子４００mリレ－
第６位
★新体操部 団体
第９位
Ｒ１ 野球部・サッカ－部男子・ソフトテニス部女子・剣道部女子・新体操部・卓球部男子
★新体操部 団体
第８位

【埼玉県新人体育大会出場】
Ｈ３０ 陸上部男女・水泳部男女・サッカ－部・バドミントン部男子
新体操部・卓球部男子・剣道部女子・テニス男子
★新体操部
第２位
★サッカ－部 第２位
Ｒ１ バスケットボ－ル女子・新体操部・卓球部男子・剣道部男子・テニス男子
★新体操部
第５位
★卓球部男子 個人
第８位

【駅伝】
★Ｈ３０さいたま市中学校駅伝競走大会
男子 準優勝
★Ｈ３０埼玉県駅伝競走大会 中学校の部 男子 ６位
★Ｒ１さいたま市中学校駅伝競走大会
男子 ７位

【吹奏楽部】
〇Ｈ３０・Ｒ１埼玉県吹奏楽コンク－ル南部地区大会 中学校Ａの部
〇Ｈ３０・Ｒ１埼玉県吹奏楽コンク－ル県大会
中学校Ａの部

金賞
銀賞

【演劇部】
〇Ｈ３０・Ｒ１さいたま市中学校演劇発表会浦和大会

優秀賞

【美術部】
〇Ｈ３０・Ｒ１さいたま市中学校美術部展 優秀賞
〇Ｈ３０関東地区中学生海の絵画コンク－ル 佳作
〇Ｒ１関東地区中学生海の絵画コンク－ル 銅賞
〇Ｈ３０献血推進ポスタ－コンク－ル 埼玉県保健医療部長賞
○Ｒ１水道週間ポスタ－コンク－ル 佳作
○Ｒ１埼玉県歯・口の健康に関する図画・ポスタ－コンク－ル 入賞
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