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学校教育目標
よく考え進んで学ぶ生徒
誠実で思いやりのある生徒
心身ともにたくましい生徒

国体入賞 県知事賞 よさやとりえを伸ばす長中生！
校長 池野 透

北埼玉地区新人大会では、ソフト部

の優勝をはじめ、各部、大活躍をしま

した。県大会には、陸上部、ソフト部、

剣道部、柔道部、卓球部、バドミント

ン、水泳が出場します。さらに、北埼

駅伝大会では、男子が２位と健闘し、

県大会出場を決めました。長中魂で全力でがんばってきてほしいと思います。

また、３年生の小林由奈さんは、１０月３日から開催された和歌山国体山岳競技（クライミ

ング）少年女子団体リード部門において、見事８位入賞に輝きました。国体は、全国４７都道

府県が各ブロックに分かれて予選を行い、関東からも３県しか出場していません。その中で代

表２３都道府県が出場した予選を勝ち抜き、決勝へ進み、堂々の８位入賞は大健闘であり、し

かも、中学生として、代表に選ばれたことは快挙であります。２０２０年の東京オリンピック

へも追加種目として、クライミングが推薦されています。小林さんの益々の活躍を期待します。

一方、長中生の活躍はスポーツだけでなく、文化的な活動にも及んでいます。２年生の杉野

彩名さんは、税の作文において、埼玉県知事賞を受賞しました。この賞は、県内４００校を超

える中学校からの作品の中で、最も栄誉ある賞であります。１０月１９日に浦和にある知事公

館にて表彰式がありました。上田県知事から直接、表彰状を授与された後、たくさんのご来賓、

関係者の前で、代表して受賞作文を読み上げました。内容を要約すると、「行田市の中学生海外

派遣事業で行ったオーストラリアでの体験をもとに、自分たちは、親に育ててもらっているが、

税金にも、多くの面で支援していただいている。言わば、もう一人の親としての税金について、

今後は、自らも納税者となって、２１世紀を担う子ども達のために支えていきたい」というも

のでした。上田県知事からも直接、内容について講評をいただくなど、高く評価されました。

私の目指す学校像は、よさやとりえを伸ばし笑顔あふれる学校です。いろんな分野で自らの

特性や能力を発揮する長中生は素晴らしいと思います。これからも、生徒達のさらなる活躍を

期待すると共に全校をあげて支援していきたいと思います。保護者・地域の皆様の応援も

よろしくお願いします。

感動の校内音楽会 ～体育館いっぱいに響き渡る歌声～
１０月２４日、体育館にて、「一響入魂～歌に思いを！人に感動を！！～」のスローガ
ンのもと、校内音楽会をご来賓の皆様と多くの保護者、地域の方々にご参会をいただき、
盛大に開催することができました。この行事は体育祭と並ぶ伝統行事であります。準備
から運営にいたるまで実行委員会が中心となり、主体的に進めてきました。全校での手
づくりの音楽会は、歌う者と聴く者にたくさんの感動を与え、無事成功することができ
ました。この心豊かな体験は、生徒たちに満足感・成就感を与え、さらにクラスの団結
力と絆を深めることができました。同時にチーム長野の意識を高めることができました。

【結 果】
最優秀賞 ３－５(市内音楽会)

優 秀 賞 優 良 賞
１－３ １－１
２－６ ２－４
３－２(市内音楽会) ３－１

指揮者賞 伴奏者賞
１－３今井脩真 １－３鈴木理紗子
２－６野本遥加 ２－６遠山 歩
３－５石橋元貴 ３－５岡田涼花

職員合唱・吹奏楽部の演奏で花を添える！
職員も事前に練習を重ね、ジブリ映

画「天空の城ラピュタ」のテーマ曲「君
をのせて」を指揮横手先生、伴奏堤先
生のサプライズで披露しました。
また、吹奏楽部も日頃の練習の成果

を生かし、ノリのいいリズムで館内を
わかせ、大いに盛り上げました。



活躍する長中生 ～よさやとりえを伸ばす～
【国民体育大会の結果】
第７０回国民体育大会紀の国国体山岳競技（クライミング）少年の部団体リード部門８位 小林由奈
【運動部の結果】 新人北埼玉地区大会及び新人県大会
ソフトボール部 優勝 ※県大会１回戦惜敗

男子ソフトテニス部 団体 第３位

女子ソフトテニス部 団体 第３位

女子卓球部 シングルス 津久井瑛真 準優勝 五十嵐結実 ※以上県大会出場

柔 道 部 個人 ８１ｋｇ以下級 第１位 倉田歩楠 ※県大会出場 第３位 神山朋輝

個人 ５０ｋｇ以下級 第３位 吉田有徳

剣 道 部 個人 ９位 小川知宏 ※県大会出場

陸 上 部 男子３０００ｍオープン 第２位 横田健剛 男子共通 ８００ｍ 第２位 岡島孝太

男子２年１００ｍ 第４位 伊藤敏弘 第５位 野本陸斗

男子共通２００ｍ 第４位 野本陸斗
男子共通４×１００ｍＲ 第４位 伊藤敏弘・長谷部凌央・野本陸斗・中村穂希
女子共通１５００ｍ 第７位 岩渕友香
女子共通４×１００ｍＲ 第６位 大久保友愛・長島椎菜・町田愛海・長島瑚雪・川田花月

※以上県大会出場
男子共通２００ｍ 第７位 長谷部 凌央 男子共通３０００ｍ 第４位 千田悠真
男子３０００ｍオープン 第４位 栗田峻輔 第５位 中原温希
男子砲丸投げ ５位 中村穂希
女子共通２００ｍ ６位 川田花月

バドミントン 男子シングルス 優勝 長谷部紘人 第３位 長谷部璃人 ※以上県大会出場

男子ダブルス 優勝 長谷部紘人・長谷部璃人 ※県大会出場

女子シングルス 第３位 小堀黄八扇 第５位 菊地美咲 ※以上県大会出場

女子ダブルス 第３位 菊地美咲・小堀陽世里 ※県大会出場

テ ニ ス 男子シングルス 第３位 加藤 颯

水 泳 女子５０ｍ平泳ぎ 古川知羅 ※県大会出場
【文化的な活動の結果】
中学生の税についての作文 埼玉県知事賞 杉野彩名
産業教育振興会北埼玉支部児童生徒作品展 金賞 根岸亘希 銀賞 長谷見帆風
埼玉県科学教育振興展覧会北埼玉支部展 優秀賞 杉野彩名 優良賞 中嶋啓斗
北埼玉地区英語弁論大会 優良賞 治田留穂
【その他の結果】
行田市民総合体育大会第３０回行田市青少年剣道大会中学生男子第３位 小川知宏
行田市民総合体育大会第４３回市民バドミントン大会中学２年の部ダブルス優勝 菊地美咲・小堀陽世里

北埼玉地区駅伝大会 男子２位県大会へ 女子１０位入賞!
【区間賞】
男子１区 横田健剛 ３位

２区 中原温希 １位

３区 丹﨑勇哉 ２位

５区 栗田峻輔 １位

女子２区 岩渕友香 ３位

３区 高田友優 ２位

吹奏楽部 オレンジレンジとコラボ！
９月２７日(日)、行田市産業文化会館にて、人気グル
－プ「オレンジレンジ」のコンサートが開催されまし
た。本校吹奏楽部の８名が「チャンピオーネ」「弾丸ブ
ギウギ」という曲でコラボしました。館内は総立ちで
手拍子が入るなど大いに盛り上がりました。

１１月
１ 日 彩の国教育の日 １６ 月

２ 月 ３年進路ＰＴＡ １７ 火 専門委員会

３ 火 文化の日 １８ 水

４ 水 後期時間割開始 三者面談（～ 13日） １９ 木 生徒会立会選挙 歯科健診
県新人大会（柔道）

５ 木 県新人大会（バドミントン） ２０ 金 生徒朝会（長野鐘賞）安全の日

県新人大会（バドミントン・卓球） ２１ 土
部活動中止期間

６ 金

７ 土 埼玉県中学校駅伝大会 ２２ 日

８ 日 ２３ 月 勤労感謝の日

９ 月 ２４ 火 ３年２学期期末テスト

１０ 火 ２５ 水 ３年２学期期末テスト

１１ 水 ３年第４回実力テスト（校長会） ２６ 木 １・２年２学期期末テスト

１２ 木 ２７ 金 １・２年２学期期末テスト

１３ 金 県新人大会（剣道） ２８ 土

１４ 土 県民の日 ２９ 日

１５ 日 ３０ 月

１０月４日、本校校庭にて長野地区体育祭が、１０月１１
日には、行田市総合公園自由広場で星河地区体育祭が、そし
て、１０月２５日には、同じく自由広場で市民体育祭が盛大
に開催されました。たくさんの参加者の姿を見て、長野・星
河地区の団結力と地域の絆の強さを感じました。こうしたす
ばらしい地域をもつことに誇りと伝統を感じました。


