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平成３０年

２月２３日

【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」

自分の進路は
３年生はあと数日で卒業式となります。９カ年の義務教育を終え、一人一人の夢
や希望に向かって歩んでいきます。在校生にとっては、１年後、２年後の自分の姿
でもあります。集会や通信などで繰り返し伝えてきたことですが、中学校課程が終
わる時には進路選択という現実が待っています。
１年生や２年生の時には、職業や進路、上級学校について、体験学習や学活、総
合の時間に調べたり、情報をまとめたり、将来の夢との関わりなども考えながら学
習していますが、このことは、自分の今後の人生に大きく関わってくることになり
ます。自分は将来何をしたいのか、どんな生き方をしていくのか、それを実現する
には、今、何をしたらいいのか。
高校進学やその先の進学や就職など自分の進路を選択するという、その時がやっ
て来たときに慌てることないように、その都度自分の将来のことをしっかり考えて
欲しいと思います。また、ご家庭でも機会を捉えてお子さんと将来の話をしていた
だければと思います。子どもたちが抱いている漠然とした未来のことを、少しずつ
自分が持つ環境も考慮させながら形にしていけたらと思います。子どもたちが、自
己決定できるような継続した助言を独り立ちできる日までお願いいたします。

各種大会等の結果
２月４日（日）の県上毛カルタ大会では、２年生の唐沢美咲さん、１年生の小池知夏さん、飯塚彩
桜さん、小池唯さんの４名が団体戦で準優勝に輝きました。その他にも県郡町関係の表彰がたくさんあ
り、生徒の活躍が続いています。

○群馬県上毛カルタ大会
団体の部
準優勝
２年 唐沢美咲
１年 小池知夏
１年 飯塚彩桜
１年 小池 唯
個人の部
１年 市村紅葉 予選敗退
○全国中学校スケート大会
男子500m予選
42"07 矢嶋克槻 予選敗退
男子1000m予選 1'23"35 矢嶋克槻 予選敗退

○県中体連新人スケート大会
男子500m
43"23 第２位
男子1000m 1'27"97 第４位

矢嶋克槻
矢嶋克槻

○群馬県スポーツ少年団スケート大会
中学生男子500m
44"20 第３位 矢嶋克槻
中学生男子1000m 1'29"04 第４位 矢嶋克槻
○群馬県協会中学生バスケットボール大会
男子バスケット部
決勝トーナメント ベスト１６
東吾妻 一回戦 ５０－４８ 高崎寺尾
二回戦 ５１－９１ 沼田西

○ぐんまマラソン・ジュニアロードレース
中学生女子１年の部 第１４位 茂木 悠貴
○東吾妻町人権標語作文コンクール
冨澤遼馬「差別なし みんな友達 広がる輪」 最優秀賞
剱持知香「ありがとう 言葉のバトン つながる心」優秀賞
小淵織寧「相手には 一生のキズ その言葉」
優秀賞
市村紅葉「うちあけよう 自分の気持ち 大事な心」 佳作
阿部瑞紀「見開いて いじめを見つける 心の目」
佳作
高橋 健「ひとことで みんなの笑顔が 咲いていく」 佳作
湯浅春妃「『助けてよ』 気づいてあげよう ＳＯＳ」 佳作
田中里咲「そのいじめ １人で悩まず まず相談」
佳作
松本紗英「その言葉 もう戻せない その前に」
佳作
轟 友貴「命とは 親から授かる 宝物」
佳作
長谷川教道「ばれなきゃいい そこから生まれる いじめの芽」佳作
○町防犯標語コンクール
唐澤朋希「前を見て 歩きスマホが 事故を呼ぶ」
金賞
佐々木大輔「危険かも？ そのけいかい心 忘れずに」 銀賞
荻原滉太「『やめるんだ』友への呼びかけ あなたから」 銀賞
小林由依「地域の目 いつも僕らを 見守るよ」
銅賞
佐藤澄佳「『ちょっとだけ。』その一言で 魔の世界」
銅賞
曽我英利「こんにちは その一言に ありがとう」
銅賞
蜂須賀輝「ＳＮＳ 知らない人とは 会わないで」
佳作

○吾妻郡バスケットボール協会長杯
男子バスケット部 準優勝
女子バスケット部 準優勝
○吾妻郡小中学生卓球大会
中学生男子２年生以上 準優勝 石村
第３位 小林
中学生男子１年生
優 勝 松本
準優勝 加藤
中学生女子１年生
第３位 飯塚

昂大
大輝
隼汰
想磨
心晴

茂木悠貴「気をつけて あまい誘いの 落とし穴」
高橋颯太「助けての その一言で 減る犯罪」
中井天葉「万引きは 自分の心を ぬすむもの」
山野詩織「ＳＮＳ 書いていいこと 悪いこと」
初見洸成「闇の中 自分を主張 反射材」
青木詩真「声かけで 犯罪防止 事故防止」
山本英祐「はっきりと 断る勇気が 身を守る」
田村真澄「見きわめろ インターネットの 善と悪」

佳作
佳作
佳作
佳作
佳作
佳作
佳作
佳作

１年生スキー教室
１月２３日（火）に実施予定で、延期となっていた１年生のス
キー教室が２月８日（木）に、たんばらスキーパークで行われま
した。当日は天気にも恵まれ、快晴の碧い空と白銀のコントラス
トが素晴らしいコースで、午前のスキー講習と午後の自由滑走を
楽しむことができました。講師として吾妻スキークラブの方々に
お世話になり、個人のスキー技術に応じた班別に分けての講習と
なりました。午後には、それぞれの班がリフトに乗って、風をき
ってコースを滑る様子が見られ、それぞれの生徒が充実感を味わ
えるスキー教室となりました。

ＰＴＡ給食試食会
１月２３日（火）に、ＰＴＡ給食試食会を行いました。参加者は、当日の給食メニュー「ごはん
牛乳 ハンバーグ和風きのこソース 切り干し大根炒め煮 麩の味噌汁」の試食を行いました。参加
保護者の感想を以下に掲載します。
とても美味しくいただきました。子どもたちは、毎日この様なバランスのよい給食を食べられて
幸せです。中学生の量の多さには驚きましたが、活動量の多い子どもたちにはちょうどいい量なの
でしょう。
岩島の給食センターから運ばれている給食ですが、配送用の容器も良いものが使われているよう
で、温かいうちに食べることができると思いました。東吾妻中には食堂がなく、全校生徒や学年全
体で集まって食べられないのは残念だと思います。
量が多くお腹が一杯になりました。味付けは薄味でも美味しくて、家庭でも参考にしようと思い
ます。味噌汁も煮物も具だくさんで、野菜がたくさんとれてよいと思いました。

平成３０年度ＰＴＡ役員決定 ◇

２月１４日（水）のＰＴＡ定期総会が行われ、平成２９年度の事業報告・会計報告等の承認、平成３
０年度本部役員、および事業計画案・予算案の承認が行われました。なお、平成３０年度ＰＴＡ本部役
員は、以下の方々となりました。１年間よろしくお願いいたします。
◎平成３０年度ＰＴＡ本部役員 ※敬称略
会 長 佐藤 秀行（２－３ 真耶）
副会長 劍持 広幸（２－３ 瑠奈） 青木 健一（２－２ 詩真） 矢野由紀美（２－３ 渚々美）
書 記 宗村 武志（２－１ 結衣） 橋爪 恵美（２－２ 柚奈）
会 計 茂木 寿一（２－２ 颯伽） 高橋 知子（２－１ 颯馬）
監 査 関
由美（２－１ 千優） 一場 敦子（２－１ 夢穂）

３月の予定
２（金）町研発表会【給食カット】SB12:00
公立後期選抜志願先変更
５（月）職員会議⑮
６（火）予餞会
７（水）SC来校
８（木）公立後期選抜検査①
９（金）公立後期選抜検査②
１２（月）卒業式練習・準備
１３（火）卒業式【給食カット】
１４（水）貯金日①
１５（木）貯金日②

１６（金）公立後期選抜発表
１９（月）専門委員会
２０（火）公立再募集願書提出①
２１（水）春分の日
２２（木）公立再募集願書提出②
２３（金）小学校卒業式
２６（月）修了式 公立再募集検査
小学校との引き継ぎ
２７（火）学年末休業日～３／３１
２８（水）公立再募集発表
２９（木）定時制追加募集～４／３

◇学年末・学年始休業 ３月２７日（火）～４月８日（日）
◇平成３０年度新学期の始業式・入学式 ４月９日（月）
※東吾妻中学校のホームページ http://www.hi-agatsuma-jhs.jp/ もご覧下さい。

