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【校訓】融 愛 善 について

｢融｣・・・伝統的な良さを融合させ、新たな伝統を創っていくことを願い 「融」

｢愛」・・・それぞれを支えてきた郷土を愛するとともに、生徒自身（人）を愛する心を育むことを願い「愛」

｢善」・・・人として、善き心を育み、善き行いを実践していくたくましい意志をもって生きることを願い「善」

「大事なことを吸収しようとする姿勢」「先を見通した取組」
８月２６日（月）二学期始業式学校長式辞

今日から２学期が始まります。３年生は駅伝を除き、総体や吹奏楽コンクールなどが終了し、進
路に向けての取り組みが本格的にスタートする学期です。また、１、２年生は学校生活、生徒会活
動、部活動で、３年生の取り組みを引き継ぎ、自分たちが東吾妻中の中心となって取り組んでいく
学期です。そう考えると、２学期は年度の途中ではありますが、新たなスタートに当たる学期とい
えるでしょう。２５日には、３年生の保護者の方々を中心に教室の窓ふきや校庭の草刈りなど、皆
さんが２学期を気持ちよく迎えられるように環境美化作業をしてくれました。皆さんには、気持ち
を新たにして様々なことに取り組んで欲しいと思います。
さて、４月にこんな話をしました。「みんなを大切にする雰囲気の中で、自分を高め、お互いに高

め合おう」１学期はそんな様子がたくさん見られました。大変すばらしかったと思います。２学期
は、その質をもう少し高められるように次の２点をお話します。
①「大事なことを吸収しようとする姿勢」
自分にとって大事なことを積極的に取り入れる意識をもとうということです。本や資料などから

取り入れる、家の人の話に耳を傾ける、そして、先生や友だちから学ぶ。毎日関わりのある先生の
話や各種の通信には、みなさんにとって大切なアドバイスがたくさん詰まっていますので必ず自分
の中に取り入れて欲しいと思います。
②「先を見通した取組」
まず、長いスパンで考えてみます。皆さん一人一人が目標をもっていると思います。その目標に

向けて、先を見通した計画、準備が大切です。目指している姿に到達するために、いつまでに何が
できていればよいのか、今、何をすることが大切かを考えて進めてもらいたいです。また、短いス
パンでは、明日のこと、次の授業のことを考えた時に、今、どういう行動をとることがよいのか考
えられるようにできると良いです。
自分のもっている力を十分に発揮するためにも、これらのことを日ごろから意識して、自分を成

長させて欲しいです。目標に向けて頑張っている姿は輝いてみえます。２学期も楽しく充実した学
校生活を送り、皆さんが大いに輝いてくれることを期待しています。

夏休み中の各種大会等の結果
７月１９日に少年の主張校内大会が行われ、各学級からの代表者１名がそれぞれの素晴らしい主張

を発表をしてくれました。学校代表となった３年生の富澤美彩音さんは、８月２０日（火）に開催さ
れた少年の主張吾妻地区大会で、最優秀賞に輝き、９月２１日（土）に行われる県大会に吾妻郡代表
として出場します。県総合体育大会では、卓球部が団体戦で県新人・県春季に続いて第３位となりま
した。水泳競技では、２年生の山田來美さんが100m背泳ぎと200m背泳ぎで上位に入り、関東大会出場
と大健闘しました。

◎少年の主張吾妻郡大会 ☆４年連続最優秀賞☆
最優秀賞 富澤美彩音「人にしかできないこと」 ※県大会出場

◎少年の主張校内大会
最優秀賞＜学校代表＞ 努力賞
３－３ 富澤美彩音「人にしかできないこと」 ３－１ 小林 杏瑠「言葉の持つ力」
優秀賞 ２－３ 林 美羽「小さな勇気」
３－２ 久保 葵花「普通とは何か」 １－１ 市村穂乃香「準備すべきもの」
２－１ 田中幸太朗「コンプレックスとは個性の種」 １－２ 佐藤 朋佳「信頼されたら」
２－２ 大前萌々花「カラフル」 １－３ 小池 萌「私が学べたこと 感じたこと」

◎郡中体連総合体育陸上大会
学校対抗 男子総合 ５９点 第３位 女子総合 ６６点 準優勝 男女総合 １２５点 準優勝
３年100m 11"7 佐藤 翔太 ２位 県大会出場 ３年100m 13"3 久保 葵花 第３位
共通400m 56"0 角田 湧星 ３位 共通800m 2'27"2 茂木 悠貴 第２位 県大会出場

共通800m 2'14"3 朝比奈大成 ２位 県大会出場 共通1500m 5'17"6 茂木 悠貴 第３位



共通1500m 4'31"5 矢嶋 大梧 １位 県大会出場 共通100mH 16"9 小林 愛依 第３位
共通3000m 9'41"7 矢嶋 大梧 ２位 県大会出場 共通走幅跳 4m74 久保 葵花 第３位
共通1500m 4'40"6 丸橋 世尚 ３位 共通砲丸投 10m31 阿部 捺生 第２位 県大会出場

１年1500m 4'55"9 赤池 竜馬 ３位 県大会出場 共通砲丸投 8m06 篠原ななみ 第３位
１年走幅跳 4m37 赤池 竜馬 ３位 ２年100m 13"6 轟 真衣奈 第２位 県大会出場

共通男子4×100mR 46"7 ３位 １年100m 13"9 篠原 美妃 第２位 県大会出場

佐藤翔太・佐々木大輔・角田湧星・下前翔暉 共通女子4×100mR 53"1 第２位 県大会出場

轟真衣奈・林 美羽・篠原美妃・久保葵花

◎県中体連総合体育大会
○軟式野球 一回戦敗退 ○陸上競技
○ソフトボール 二回戦敗退 ３年100m 佐藤 翔太 予選敗退
○バスケットボール男子 一回戦敗退 共通800m 朝比奈大成 予選敗退
○ソフトテニス 共通1500m 矢嶋 大梧 予選敗退
・男子団体 準々決勝敗退 ベスト８ 共通3000m 矢嶋 大梧 予選敗退
・テニス個人戦 １年1500m 赤池 竜馬 予選敗退

服部 海大・上原 拓実 二回戦敗退 共通800m 茂木 悠貴 予選敗退
萩原 滉大・大須賀聡汰 三回戦敗退 共通砲丸投 阿部 捺生 予選敗退

ベスト３２ ２年100m 轟 真衣奈 予選敗退
○卓球団体 １年100m 篠原 美妃 予選敗退
・団体 第３位 共通女子4×100mR 予選敗退
・個人戦シングルス 轟真衣奈・篠原美妃・小林愛依・久保葵花

加藤 想磨 二回戦敗退 ○水泳競技
松本 隼汰 二回戦敗退 女子100m背泳ぎ 1'13"78 山田 來実 第13位
飯塚 唯斗 二回戦敗退 関東大会出場

・卓球個人戦ダブルス 女子200m背泳ぎ 2'43"32 山田 來実 第17位
松本 隼汰・丸橋 翔悟 関東大会出場

三回戦敗退 ベスト１６

◎関東中学校水泳大会
女子100m背泳ぎ 1'12"97 山田 來実 第47位
女子200m背泳ぎ 2'43"22 山田 來実 第56位

◎県中部地区吹奏楽コンクール 銅賞

ＰＴＡ奉仕作業
８／２５（日）のＰＴＡ奉仕作業では大変お世話になりました。校内体育祭前で

もあり、グラウンドの除草や整備、側溝の砂上げ等の作業をお願いしました。３年
生の保護者の方々にお手伝いしてもらい、学校の環境美化にご協力いただきありが
とうございました。ＰＴＡ奉仕作業と同時に、２年生保護者の堀込伸洋さんと青柳
仁之さんに体育館周辺の樹木の伐採をお世話になりました。

９月の予定
２（月）振替休業日 ※給食カット １６（月）敬老の日 郡新人大会
３（火）安全点検日 １７（火）部活動休止日
４（水）３年思春期講演会 ２年職場体験 ２０（金）郡英語弁論暗唱大会
５（木）２年職場体験 ２１（土）郡新人大会 少年の主張群馬県大会
７（土）県新人陸上 ２３（月）秋分の日

１０（火）計画訪問① ２４（火）集金日①
１１（水）計画訪問② 部活動休止日 ２５（水）集金日②
１４（土）郡新人大会 町ふるさと祭（吹奏楽部） ２７（金）生徒会役員選挙
１５（日）郡新人大会 ２８（土）郡新人陸上


