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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」

実りの多い充実した二学期に
二学期は１年の中で最も長い学期であると同時に、体育祭、文化祭、生徒会活動、町子ども議会な
どの行事に持てる力を精一杯発揮して欲しい学期です。学校行事を通じて「クラスの団結」「互いの良
さを知る機会」「絆づくり」などを意識しながら、充実した学校生活を送れることを期待しています。
また、３年生にとっては進路決定に向けての大切な学期になります。授業に集中して取り組むこと
や自主学習（家庭学習）を充実させ、自分の目標達成に向けて、確かな学力を身につけてられること
を期待します。
保護者の皆様には、学校行事等で生徒たちの活躍する様子に触れる機会が多い学期となります。お
時間がありましたら学校へ足を運び、生徒たちの活動の様子をできるだけ参観して欲しいと存じます。
「天高く馬肥える秋」という諺がありますが、この二学期をより価値の高い、実のある学期とする
ために、全教職員で生徒を成長を支援していきますので、保護者の皆様のご理解、ご協力をよろしく
お願いいたします。
二学期の主な保護者参加行事
９月 １日（土）校内体育祭
１０月 ３日（水）ＰＴＡセミナー・授業参観
１０月３０日（火）３１（水）校内文化祭
１１月２７日（火）ＰＴＡ家庭教育委員会フラワーアレンジメント

夏休み中の生徒の活躍
①「少年の主張吾妻地区大会」

３年連続最優秀賞

８月２０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 冨澤
陽由（３年）さんが、最優秀賞に輝きました。９月１５日（土）に行われる
県大会に吾妻郡代表として出場します。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心させられまし
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 冨澤 陽由「大切にすべきもの」 ※県大会出場
○少年の主張校内大会
優秀賞
努力賞
３年３組 冨澤 陽由「大切にすべきもの」
３年１組 名児耶明音「夢というもの」
＜学校代表＞ ２年２組 久保 葵花「失敗から学ぶ」
３年２組 轟
奈波「未来のために」
２年３組 富澤美彩音「想いを伝える方法」
２年１組 小林 由依「この世界に生きる」
１年２組 永井 千尋「生きる」
１年１組 矢島 弦三「平和な世界を創るには」 １年３組 大前萌々花「権力の壁」

②「郡中体連総合体育大会陸上大会」

女子総合優勝

学校対抗
男子総合 ６２点 ３位
女子総合 ６４点 優勝
男女総合 １２６点 ３位
３年男子100m
矢嶋克槻 ３位 11"8
３年女子100m
名児耶明音 ２位 13"7
県大会出場
２年男子100m
佐藤翔太 ３位 12"4
１年女子100m
轟真衣奈 ２位 13"8
県大会出場
３年男子200m
矢島克槻 ３位 24"7
県大会出場 共通女子100mH 久保葵花 ３位 18"3
３年男子200m
片山紘輝 ４位 25"1
県大会出場 共通女子800m
茂木悠貴 １位 2'25"3
県大会出場
共通男子400m
中島快翔 １位 57"3
県大会出場 共通女子1500m 茂木悠貴 ３位 5'11"9
共通男子110mH 下前翔暉 ２位 17"3
県大会出場 共通女子砲丸投 佐藤真耶 １位 12m00cm 県大会出場
共通男子800m
下前翔暉 ３位 2'13"0
共通女子走幅跳 久保葵花 ３位 4m78cm
１年男子1500m 矢嶋大悟 ２位 4'56"4 県大会出場 １年女子走幅跳 林 美羽 １位 4m14cm
県大会出場
共通男子走幅跳 片山紘輝 ３位 5m47cm
１年女子走幅跳 福原里奈 ３位 4m01cm
県大会出場
共通男子4x100mR 片山紘輝 矢島克槻 中島快翔 佐藤翔太 ３位 47"4

③県中体連総合体育大会
○ソフトボール
２回戦敗退ベスト16 ○陸上競技
○ソフトテニス男子個人
３年男子200m
佐藤太陽・髙山良太
２回戦敗退
３年男子200m
○卓球
共通男子400m
男子団体
１回戦敗退
共通男子110mH
個人シングルス
１年男子1500m
加藤想磨
１回戦敗退
共通女子砲丸投
松本隼汰
４回戦敗退ベスト16
３年女子100m
個人ダブルス
１年女子100m
石村昂大・小林大輝 １回戦敗退
共通女子800m
○水泳
１年女子走幅跳
女子100m背泳ぎ 山田來実 予選敗退
１年女子走幅跳
女子200m背泳ぎ 山田來実 予選敗退

④県中部地区吹奏楽コンクール

矢島克槻
片山紘輝
中島快翔
下前翔暉
矢嶋大悟
佐藤真耶
名児耶明音
轟真衣奈
茂木悠貴
林 美羽
福原里奈

予選敗退
予選敗退
予選敗退
予選敗退
決勝進出
３位 関東大会出場
予選敗退
予選敗退
予選敗退
決勝進出
決勝進出

銀賞

⑤関東中学校陸上競技大会
共通女子砲丸投

佐藤真耶

第１２位

ニック先生ありがとうございました
一学期終業式の日にＡＬＴニック先生の退任式を行いました。ニック先生は東吾妻中学校開校以前
から東吾妻町にＡＬＴとして５年間勤めていただきました。曾祖父が明治時代に日本で生活して日本
の絵画の素晴らしさを外国に紹介していたことから、日本文化にも造詣が深い先生でした。また、日
本語の勉強にも熱心で、生徒とも気軽に話す姿がとても印象的でした。後任には、イギリス出身のジ
ェームス先生＜毎日勤務＞とアメリカ出身のラッシェル先生＜火木勤務＞が二学期より着任します。

９月の予定
１（土）校内体育祭
２（日）校内体育祭予備日
３（月）振替休業日 ※給食カット
４（火）校内研修⑤ 部活動休止日
５（水）２年職場体験① ３年思春期講演会
６（木）２年職場体験②
８（土）県新人陸上大会
１０（月）職員会議⑧ 部活動休止日
１１（火）避難訓練
１５（土）郡新人大会 野球 テニス個人 ソフト バスケ
１６（日）郡新人大会 野球 テニス団体 卓球 ソフト予

１７（月）敬老の日
郡新人大会 バレー 野球予 テニス予
１８（火）専門委員会
１９（水）郡英語弁論暗唱大会 部活動休止日
２１（金）３年実力テスト⑤
２２（土）郡新人大会 バレー 野球予 テニス予 卓球予
２４（月）秋分の日
２５（火）計画訪問① 集金日
２６（水）計画訪問② 集金日 部活動休止日
２７（木）生徒会役員選挙
２９（土）郡新人陸上大会

※東吾妻中学校のホームページもご覧下さい。生徒の活躍する様子を掲載しています。

http://www.hi-agatsuma-jhs.jp/

