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今年は寅年です。そもそも「寅」という文字の意
味は「つつしむ」，
「居ずまいを正す」ことだそうで
す。「語源十二支物語（山中襄太著 大修館書店）」
から引用させていただくと「ツツシミ、イマシメ、
ユダンシナイという意味があったから、人間が警
戒し恐れている猛獣のトラを当てはめた」のだと
いうことです。
さて、３学期が始まっています。１年間の締めくく
りの大切な期間であるとともに、３年生にとっては、
希望進路の実現に向けた『入試』という大きな関門の
学期でもあります。既に入試は始まっており、来週に
は私立高校の一般入試があります。この時期になる
といつも思うのが、「高校入試は団体戦」だというこ
とです。それぞれにめざす志望校は違ったり、早くに 年賀状コンクール最優秀賞
３年 村田真唯さんの作品
進学が決まったりしていても、全員の入試が終わる
まで教室で教え合ったり、情報を交換したり、協力したりしながら支え合い
励まし合って『入試』に立ち向かい、乗り越える・・・。学校だからこそ、
クラスとしての『団体戦』
『チーム力』を常に問うて指導していきたいと考
えます。今まで松波中で学んで身に付けてきた『豊かな心身』『誇りと夢』
『創造性』『自治の力』などの様々な力を発揮して、全員がしっかり準備を
して気持ちよく受験に向かい、笑顔で４月を迎えられるようにして欲しいの
です。そのために、一人一人が「何ができるか？」
「どんな協力ができるか？」
を考え、実行しながら過ごしてほしいと思っています。
１・２年生にとっては、学習はもちろん、教室での言動や部活動での取組
を見直しながら充実した時間にしましょう。今の自分ではなく，自身が思い
描く将来の自分を基準に進学先を考え、笑顔で１５の春を迎えられるように、
すでに自分たちも受験生であるという自覚を持って学校生活を送ってほし
いです。私たち松中職員も全力をあげてサポートします。
新型コロナウイルスの感染状況がまた厳しくなって
きました。今後様々な制限が必要になることも十分に
予想されます。
「感染を拡げる迂闊な行動をツツシミ、
つい安易な方向に流されてしまう自分をイマシメ、
ユダンシナイ」団体戦でこの局面を乗り切って
まいります！
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指導主事計画訪問Ｃ

14:00～２年立志式（町役
＊３年技術・瀧田館長来校

３年期末テスト期間
午後・新入生体験入学
３年・公立高校推薦面接
避難訓練（地震・津波）
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13 日
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2 15 火

期末テスト１日目（３年）
期末テスト２日目（３年）
期末テスト３日目（３年）

16 水 ４限～防災給食
17 木

＊３年技術・瀧田館長来校

18 金 ５～６限 １年真脇縄文館見
学

19 土
20 日

英語検定Ⅱ②

21 月
５限 指導主事要請訪問（２

22 火 年国語）

天皇誕生日

☆快挙！松波中男子テニス部・県選抜インドア大会第３位！
1/８(土)、標記の大会が七尾市総合体育館で行われました。男子の部で、本校は
準決勝まで進出し、見事第３位となりました。
２ 回 戦 松波中 ３－０ 松陽中
準々決勝 松波中 ２－０ 錦城中
準 決 勝 松波中 ０－２ 七尾中[優勝校]
【キャプテン・薮下晶基さん(２年)の感想】
・寒い中での大会でしたが、みんなで精一杯の
試合ができました。次は七尾中に勝てるよう
がんばります。応援よろしくお願いします！

23 水 部活動停止期間（～3/3）
24 木

いしかわ読書の日
＊２年家庭・GT落合さん来

25 金 校

＊３年技術・瀧田館長来校

26 土
27 日
28 月
・２月に校内理科コンテストを行います。
・今年度の卒業証書授与式は、３月１２日
(土)に規模を縮小して実施します。

◇３学期がスタート！～１年のまとめと次年度に向けて～◇
１月１１日、例年より３日遅く３学期がスタートしました。全校６６名全
員が元気に登校しました。全員揃ってのよいスタートとなりました！！
〔１限目：始業式・全校集会〕
校長先生からは、２学期にお話しした「自治」のこと、３学期に大切にし
てほしい「きく」についてのお話がありました。
きくには次の５つがあります。聞く＜聴く＜訊く＜効く＜利く。右にいく
に従って、難しく高度な行動となります。まずは、聞こえているだけの「聞
く」から、目と耳と心で「聴く」へ。行動を変えてみようとのお話でした。
ご家庭でのお子さんは、話を聴いていますか？
始業式のあと、先生方から３学期の学校生活についての話をしました。滝
井先生からは、感染症対策・３学期の重点を話しました。内容は大きく２点
①今まで行っている感染症対策を当たり前に②常時換気と加湿に取り組むこ
とです。ご家庭でも毎朝の検温とマスク持参にご協力をお願いします。
最後に、生徒会長の橘なごみさんからは、「３学期はまとめの学期です。
ABCD(当たり前を・バカにせず・ちゃんとできる)で行動し、勉強や生活で成
長が実感できるようにがんばりましょう。
」と話してくれました。
〔５～６限：校内書き初め大会〕
午後からは、恒例の書き初め大会でした。学年ごとに、それぞれの場所で
習字道具を並べて約１時間で書きあげました。１年生は元気よく、２年生は
集中して、３年生はじっくりと用紙に向かっている様子が特徴的でした。
〔入選者〕以下の皆さんです。おめでとうございます‼
金賞 １年：横井 大翔 ２年：新谷 和奏・布久保侑美 ３年：梶
遥登・豊若 春人
銀賞 １年：大谷内煌冴・菅原
凛
２年：金七 智也・新保 祐希・竹原 綸那
３年：中野 陽幸・中宮 遥奈・福田 啓太

◇ＴＯＰＩＣＳ（１月）
❖1/13(木)３年 面接練習
この３学期、３年生にとっては自分の進路を決める
大切な時期となります。この日は、３年生のキャリア学
習の一環として、面接練習を行いました。今日は、グル
ープ内で質問し合い、メモをもとに回答を言い合いま
した。中にはメモを必要としない生徒もいて、お互い刺
激をもらっているようでした。この後は、担任や校長先
生等との模擬面接を行い、実際の受検に向けての準備
をすすめていきま
す。全員が志望校
に合格できるよう
全職員で支えてい
きます。

❖1/24～1/28 学校給食週間の取組
この週は、全国学校給食週間でした。学校給食の意義
や役割の理解とともに、食育活動を推進する目的でい
ろいろな取組が行われています。松波中学校では、石川
県魅力旅献立で地場産物や郷土料理について関心と理
解を深めるとともに、給食検定やオンラインでの食育
指導に取り組んでいます。
⋄1/26(水)の給食：奥能登の幸あじわい給食
給食で石川県魅力旅！の 2 日目のテーマは奥能登で
す。主菜は能登町で多くとれるいかのかりん揚げ。汁物
は輪島のいわのりをいれたみそ汁。副菜の和え物には
奥能登でとれた大根と赤大根を使った紅白なますでし
た。いつもとちが
う色合いのなます
に子どもたちは驚
きながら食べてい
ました。

❖新年の抱負
新年を迎え、学年ごとに生徒の３学期にかける意気
込みを書いてもらいました。その一部を紹介します。
◇１年生
・五定点を守る。普段の家庭学習時間を増やす。
・ノートをきれいに書く。11 時までに寝る。
◇２年生
・すぐ行動に移す。
・自分を見つめ直す。
・ポジティブ思考。
失敗しても諦めず
に次に生かす。
◇３年生
・中学校生活のまとめで頑張りたいことは、勉強で
す。３月には入試があるので残りの約２ヶ月間で
様々な問題を解いて点数を上げ、志望校に合格でき
るようにしたいです。また、委員会や係などの残り
の仕事も精一杯頑張りたいです。

❖祝・表彰
・能登町スペリングコンテスト
12 月 23 日に実施しました。90 点合格で、計 32 名
が合格し、そのうち以下４名が満点でした。最後まで
よくがんばりましたね。
２年 金七 智也・新保 祐希・鳴瀬 凌大
３年 中宮 遥奈
・小中学生新春書き初め大会(柳田公民館主催)
金賞 布久保侑美(２年)
・未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール
中学生の部 能登海上保安署長賞
橋本恋依(１年)
＊１月 24 日から、校内社会用語コンテストを実施し
ています。その結果については、次回お知らせします。

