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学校だより第７号
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平成２９年

８月２９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」

全校生徒一丸となってでこんな二学期にしていきましょう
・体育祭、文化祭、生徒会行事（地域クリーン作戦）、町子ども議会等を通して、自分たちで創り上
げる力を伸ばしたり、地域とのつながりを深めたりすることができる２学期に！
・３年生にとっては、進路決定をしていく学期。自分の目標達成に向け、確かな学力を身につけてい
って欲しい学期。授業に集中して取り組むことはもちろん、自主学習（家庭学習）の充実を！
・保護者にとっても、生徒の様子を見る機会が多くなる学期。是非、子どもたちの様子をできるだけ
参観して欲しい。特に体育祭では、保護者参加の競技もあるので振るって参観して欲しい。
二学期の主な保護者参加行事
９月２日（土）校内体育祭
１０月３日（火）ＰＴＡセミナー・授業参観
１０月中旬
ＰＴＡ家庭教育委員会料理講習会・拡大学校保健委員会
１１月１日（水）２（木）校内文化祭

夏休み中の生徒の活躍

①「少年の主張吾妻地区大会」で２年連続最優秀賞
８月２１日（月）に開催された少年の主張吾妻地区大会で本校代表の 須田
心（３年）さんが、見事に最優秀賞となり、９月１６日（土）に行われる県
大会に吾妻郡代表として出場することになりました。本校にとっては昨年度に
続き２年連続での最優秀賞に輝きました。
それに先立って行われた少年の主張校内大会でも素晴らしい発表が多く、各
学級の代表者の発表に感動されられました。結果は以下の通りです。
◎少年の主張吾妻郡大会 最優秀賞 ※県大会出場
（少年の主張校内大会 最優秀賞）
３年４組 須田
心「伝えたいこと」
○少年の主張校内大会 優秀賞
３年１組 松本 紗英「一瞬の「目」の痛さ」
３年２組 清水 まみ「チャンスの神様」
３年４組 大沢 里穂「リーダーの条件」
２年１組 轟
奈波「小さくても大きいもの」
１年４組 剱持 知香「本当の気持ちを伝えること」
○少年の主張校内大会佳作
３年１組 山本 英祐「決断」
３年２組 丸山
凜「言葉を持たない命のために」
３年３組 荻原 滉太「円滑な暮らしをするためには」
３年３組 小林 大雅「人生は楽しんだ者勝ち」
２年２組 冨澤凜々子「伝えることの大切さ」
２年３組 佐藤 真耶「気持ちを伝えるということ」
１年１組 荒居 玲那「人と動物が幸せに暮らす未来へ」
１年２組 角田 湧星「あいさつの輪」
１年３組 水出 悠登「あきらめない気持ち」

②「郡中体連総合体育大会陸上大会」で見事総合優勝
７月２１日（金）郡中体連総合体育大会陸上大会の学校対抗で、男女総合優勝に輝きました。部員
一人一人が持てる力を十分に発揮し、多くの自己ベストが生まれました。主な結果は以下の通りです。
１年男子 １００ｍ 入江
誠
１３”０ 第２位
１年男子１５００ｍ 下前 翔暉 ５’０６”９ 第１位
２年男子 １００ｍ 矢嶋 克槻
１２”０ 第３位
３年男子 １００ｍ 荒井 聖也
１１”５ 第１位
共通男子 ２００ｍ 荒井 聖也
２３”８ 第１位
共通男子 ４００ｍ 加部 碧唯
５７”６ 第２位

共通男子

８００ｍ

鳥山 透吾 ２’１１”５ 第１位
加部 碧唯 ２’１３”０ 第３位
共通男子４×１００ｍリレー
４８”００ 第２位
片山紘輝・矢島克槻・入江 誠・荒井誠也
１年女子走幅跳
２年女子１００ｍ
３年女子１００ｍ

久保 葵花
４ｍ２３ 第３位
名児耶明音
１３”８ 第３位
嶋村 美咲
１３”３ 第１位
藤岡なつみ
１３”６ 第２位
共通女子２００ｍ
藤岡なつみ
２７”６ 第１位
共通女子８００ｍ
加部 桃香 ２’２９”５ 第２位
共通女子１５００ｍ 唐澤
舞 ５’０７”５ 第３位
共通女子１１０ｍＨ 嶋村 美咲
１７”４ 第３位
共通女子走幅跳
飯塚 琴羽
４ｍ４９ 第３位
共通女子砲丸投
佐藤 真耶
１０ｍ４９ 第１位
共通女子４×１００ｍリレー
５２”７ 第２位
名児耶明音・藤岡なつみ・飯塚琴羽・嶋村美咲
学校対抗

男子総合
女子総合
男女総合

６９点
５９．５点
１２８．５点

準優勝
準優勝
優勝

③県中体連総合体育大会
○軟式野球
東吾妻中

一回戦 ４－０ 藤岡西
二回戦 ０－１ 高崎塚沢
○男子ソフトテニス個人戦
佐藤 太陽・髙山 良太 一回戦敗退
○陸上競技
３年男子 １００ｍ 荒井 聖也 準決勝進出
３年女子 １００ｍ 嶋村 美咲 準決勝進出
○男子卓球 団体戦
東吾妻 二回戦 ０－３ 新治 予選敗退
○男女卓球 ダブルス
高橋 寿成・増田 弘樹 一回戦敗退
長谷川教道・武藤
光 一回戦敗退
平形 海斗・高橋 冴京 二回戦敗退
長野 瑛留・飯塚 心晴 一回戦敗退
○男女卓球 シングルス
高橋 冴京 一回戦敗退
佐藤 知明 一回戦敗退
高橋 寿成 二回戦敗退
平形 海斗 三回戦敗退
長野 瑛留 第３位＜関東大会出場＞

④県中部地区吹奏楽コンクール
⑤関東中学校卓球大会
長野

瑛留

銅賞

女子シングルス

三回戦敗退

ベスト３２

９月の予定
２（土）校内体育祭
３（日）校内体育祭予備日
４（月）振替休業日＜給食カット＞
６（水）職場体験① ＳＣ来校
思春期講演会３年生１３：３０
７（木）職場体験②
９（土）管内小学校運動会 県新人陸上大会
１０（日）郡新人大会（野球）
１２（火）避難訓練（不審者対応）
１３（水）貯金日① ＳＣ来校
１４（木）貯金日②

１６（土）郡新人大会（野球･ｿﾌﾄ･ﾊﾞｽｹ･ﾊﾞﾚｰ･ﾃﾆｽ個人）
ふるさと祭（吹奏楽部参加）
１７（日）郡新人大会（ﾊﾞﾚｰ･ﾃﾆｽ団体･卓球･野球予･ｿﾌﾄ予）
１８（月）＜敬老の日＞郡新人大会（野球予･ﾃﾆｽ予）
１９（火）専門委員会
２３（土）＜秋分の日＞郡新人大会（ﾃﾆｽ予･卓球予）
２４（日）郡民祭メイン日
２５（月）計画訪問１日目
２６（火）集金日① 計画訪問２日目
２７（水）集金日② 生徒会役員選挙 ＳＣ来校
３０（土）郡新人陸上大会

