
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度三年生を送る会『勝輝～かがやき～何事にも打ち勝て』   
１，２年生の皆さんの３年生に対する感謝の気持ちが伝わる素晴らしい

会になりました。この感動は美原中生一人一人の心にいつまでも残り続け

ることでしょう。そして、美原の伝統と誇りは２年生へ、そして、１年生

へと受け継がれていくと確信しました。ありがとう！美原中生。 

三年生を送る会実行委員長挨拶 生徒会長 新井 華子 

３年生の皆さん、受験勉強お疲れ様です。さて、いよいよ三送会当日を

迎えました。１，２年生は３年生のために一生懸命練習をしてきました。

３年生に楽しんでもらえるよう、中学校生活最後の思い出となるように精

一杯頑張ります。楽しみにご覧ください。 

返礼 ３年生代表 学年委員長 荒畑 徹汰  

僕たち３年生はもう少しで卒業します。１，２年生の皆さんが美原中学

校の伝統を守っていってください。１年生は、次は先輩になります。今、

自分が思っているよりも先輩は大変です。けれど、やりがいもあります。

部活動では学総体が終わると、自分たちで部活動を中心となってまとめて

いくことになります。とても大変になると思いますが、必ずそこには楽し

さがあります。大変な分、達成できた時の喜びもあります。毎日全力で

日々の生活を送ってください。２年生は、次は最上級生となり、美原中学

校のリーダーとなります。先輩がいない分、不安があると思います。しか

し、２年生なら必ずできると信じています。また、来年度は受験生にもな

ります。その中で嫌になることがあるかもしれません。そんな時、自分の

希望する学校に進学した自分の姿を想像してみてください。そうすれば、

合格して見せるという強い気持ちを持つことができ、試験本番も自分の支

えになります。１，２年生今まで本当にありがとう、みなさん今まで本当

にありがとうございました。 

僕たちが今こうして立っているのも、部活や行事を一緒に盛り上げてく

れた１，２年生、学校生活でいつも自分たちを支えてくれた先生方、私た

ちを毎日温かく見守ってくださった地域の方々、そしていつも自分たちの

近くにいてくれた家族のおかげです。本当に有難うございました。これか

ら僕たちはそれぞれの道を進んでいきます。今までずっと一緒にいた友達

と別れるのは悲しい。これからへの不安も大きい。しかし、美原中学校で

の思い出は僕たちには宝物で一生忘れません。そして、きっとこれからの

人生でこの経験は自分を救ってくれます。だから僕たちは美原中学校での

経験を高校で最大限生かしていきます。今まで本当にありがとうございま

した。 
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オープニングセレモニー 

７組の発表と混声合唱団 

エンディング くす玉 

１年生の発表 

美原中応援団 ～翔～ 

２年生の発表 



 

新入生体験入学 ２月１８日（月）学校評議員会 

 ２月１８日（月）の新入生体験入学で

は、１，２年生有志の合唱、３年生によ

る校内見学、生徒会による学校生活紹

介、部活動紹介を体験しました。「中学

校への不安があったけれど、入学が楽し

みになった」と感想を話してくれまし

た。学校評議員の方々にも見ていただ

き、２年生を中心に立派に運営している姿に感心されていました。 

美原中生の活躍 文化芸術にも力を発揮しています。 

第５９回埼玉県児童生徒美術展 県特選 １年 矢野日奈子 

入間地区特選 ３年 菊池 千尋 ３年 沖園 史華 

入間地区入選 ３年 佐藤 歩乃 ３年 野島 爽楽 ３年 武蔵 詞音 

       ３年 東郷 幸恵 ２年 菅野 樹  ２年 中島 匠 

       ２年 松村 省吾 １年 井ノ上 陸 １年 大野 優衣 

１年 大柿明日香 

所沢市入選  ３年 冨高もとみ ３年 高橋 遥  ３年 横内 伶碧 

３年 入佐 大智 ３年 宮内 桃彩 ２年 佐藤ふたば 

２年 坂田 拓巳 １年 大西 芽依 １年 石川 晴菜 

１年 渡邊 葵  １年 池田 忍 

平成３０年度埼玉県書きぞめ展覧会 優良賞   ３年 佐藤 歩乃 

平成３０年度埼玉県読書感想文コンクール  

入選「 千年の伝統を守る 」２年 溝端 宏司  

入選「みんな幸せになるんだ」２年 山岡 美海 

読書感想文コンクール所沢市予選会 優良賞 ２年  山岡 美空 

                   優良賞 ２年 小野沢紗照 

正武会錬成剣道大会  男子の部 優勝  ２年 室岡 竜太 

正武会錬成剣道大会  女子の部 優勝    ２年 小野沢紗照 

選挙啓発ポスターコンクール 佳作 １年 大野 優衣 

ブロンコスカップ in所沢 中学男子の部 準優勝 男子バスケット部 

※敬称は省略いたします。 

 

祝 埼玉県学校歯科保健コンクール 入選 
美原中での歯科の取組（むし歯の早期治療、昼の歯磨き、標語、ポスター 

掲示等）また、ご家庭での歯に対する意識の高さが認められたものです。 

ご理解ご協力ありがとうございました。来年もさらに良い歯の学校をめざ

していきたいと思います。 

 

吹奏楽部スプリングコンサート 
吹奏楽部は、毎年春休みに「吹奏楽部スプリングコンサート」を開

催しています。今年もコンサートを控え、部員も熱心に練習に励んで

います。事前の申し込みは必要ありません。たくさんの方のご来場を

お待ちしています。スリッパ等上履きをご持参ください。 
日 時 平成３１年３月３１日（日）午後１時３０分開場  午後２時００分開演 

会 場 美原中学校体育館 

３月の主な行事予定 

１ 金 
３年県立高校実技面接 
授業 金123456 
三送会リハーサル 

２ 土  

３ 日  

４ 月  

５ 火 
３年生を送る会準備 

授業 水の1234 

６ 水 ３年生を送る会 

７ 木 生徒朝会 

８ 金 
３年・県公立発表 
小中合同あいさつ運動 
７組三送会授業水123456 

９ 土  

10 日  

11 月  

12 火  

13 水 卒業式予行 授業水3456 

14 木 卒業式準備 授業木1234 

15 金 第43回卒業証書授与式 

16 土  

17 日  

18 月 木3456＋月5 

19 火 
１年２年７組保護者会 
短縮火3456 

20 水 
短縮木1256専門委員会安
全点検日ふれあいデー 

21 木 春分の日 

22 金 短縮金1234 

23 土  

24 日  

25 月 
短縮火12＋水12 
給食終了 大掃除 
小学校卒業式 

26 火 修了式 

27 水 学年末休業日 

28 木  

29 金  

30 土  

31 日 
吹奏楽部 
スプリングコンサート 

★ご案内★ 
〇所沢市には経済的に困難な家
庭への就学援助制度がありま
す。詳細は市役所あるいは本校
ホームページをご覧ください。 

 


