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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

イチロー選手の活躍は和の誇り！
校長 池野 透

大リーグマーリンズのイチロー選手は、6 月 15 日、日米
通算 4257安打を放ち、ピートローズ選手が持つメジャー記
録の 4256 安打を抜きました。6 月 30 日現在、メジャー通
算 2988 安打で日本人初、大リーグ 30 人目となるメジャー
通算 3000安打まで、あと 12本に迫りました。
イチロー選手の凄さを考えてみると、衰えぬ向上心とそ

れを支える反骨心にあると思います。「僕は子供の頃から、

人に笑われてきたことを常に達成してきたという自負がある」と言っていました。実際、

小学生の頃、「あいつはプロ野球選手でもなるのか」といつも笑われていたという話やアメ

リカに行く前に、「首位打者になってみたい」と言った時も笑われたというエピソードを語

っていました。そして、「それでも、２回首位打者になった」という言葉から、反骨精神を

感じました。彼は、首位打者以外にも数々の記録を塗り替えてきました。2004年には、264
本で大リーグシーズン最多安打を 84 年ぶりに更新し、また、大リーグデビューの 2001 年
から 10シーズン連続で 200 安打以上をマークしました。イチロー選手の頼もしいのは、42
歳となり、現役最年長野手となった今も、高みを目指す気持ちが変わらないところにあり

ます。「4256 安打、ピートローズ選手に並んだのは第１打席、そして、抜いた 4257 安打が
出たのが第５打席でした。抜くまでに３打席足踏みしました」と悔しがっているところに、

彼の凄さがあります。

不可能を可能にしてきたイチロー選手の偉大なところは２つあると思います。１つは、

記者会見で「たいしたことはやっていないが、チームメートやファンの祝福はうれしい」

と述べたように感謝の気持ちを大切にするところです。常にファンやチームメイトのこと

を考えプレーする気持ちは尊敬に値します。そして、２つ目は、身体を大切にしていると

ころです。彼は、今まで大きなけがはありません。丈夫な身体は、もって生まれた体質で

はありません。いつも自分の身体を鍛え続けている証であると思います。しなやかな筋肉

が、42 歳でケガ知らずのアスリートとして活躍し続ける原動力であると思います。こうし
た偉大なる大リーガーが、日本から生まれたことを、私は日本人として誇りに感じます。

６月２日、東京へ校外学習に行ってきました。事前の計画ど
おり目的地を見学し、大きなトラブルもなく、無事集合場所に
戻ってくることができました。自分たちで計画し班員がそれぞ
れの役割を自覚し、協力し合ったこの経験をぜひ、来年の修学
旅行に生かしてください。

６月１日～３日、京都・奈良へ修学旅行に行ってきました。
３日間、歴史的建造物を全て班行動で見学しました。どの班も
多少のトラブルやアクシデントがあったようですが、班員みん
なで知恵を出し合い、協力して解決しました。一生のよき思い
出となりました。この経験を自らの進路に生かしてください。

５月３０日、名栗げんきプラザへ校外学習に行ってきました。
大自然の中で、仲間と協力しながら作ったカレーの味は、格別
でした。雨のため、ハイキングはできませんでしたが、充実感
・満足感を味わうことができました、この経験を今後の学校生
活に生かしてください。



生 徒 総 会
６月１５日、生徒総会が開催されました。

今年度の活動方針「我らで築く 70年目の歴史」
が示された後、専門委員会、部活からの活動
方針が説明さ
れ、さらに、
生徒会予算等
の議事も可決
されました。
長中のさらな
る発展・充実
をめざしがん
ばりましょう。

小中連携授業参観
６月２１日、東小、北小、桜ヶ丘小で現

在の１年生を担任・担当等していた先生方
に授業を参観していただきました。教え子
の健やかな
成長を願い、
小中で連携
する貴重な
機会となり
ました。あ
りがとうご
ざいました。

学校評議員会
６月２０日、校長室にて、第１回学校評

議員会並びに学校関係者評価委員会を開催
しました。地
域の学識経験
者やＰＴＡ役
員、近隣の校
長先生方にお
越しいただき
学校経営にご
助言いただき
ました。

生徒会による壮行会
６月７日、生徒朝会で、北埼大会に
向けて、生徒会本部役員による壮行会
が盛大に行われました。選手の皆さん、
長中魂でがんばってください。

活躍する長中生 ～よさやとりえを伸ばす～
＜市内通信陸上大会の結果＞
○男 子 ○女 子
２年１００ｍ １位 金子裕希（県大会） １年１００ｍ １位 浦邉有里菜（県大会）
２年１００ｍ ２位 宮下寿己 ２年１００ｍ ２位 町田愛海
３年１００ｍ １位 伊藤敏弘 （県大会） ３年１００ｍ ２位 川田花月
３年１００ｍ ２位 野本陸斗 共通２００ｍ ２位 川田花月
共通２００ｍ ２位 長谷部凌央 共通８００ｍ ３位 岩渕友香
共通４００ｍ １位 岡島孝太 （県大会） 共通１５００ｍ１位 岩渕友香 （県大会）
１年１５００ｍ１位 横田小次郎(県大会） 走高跳 ３位 金井七海
共通３０００ｍ２位 栁澤 快 (県大会） １年４×１００ｍＲ ２位
走幅跳 １位 古川 凌 (県大会） 桑原・須永・長谷部・舟戸
４×１００ＭＲ１位 ４×１００ＭＲ １位
金子・野本・宮下・伊藤（県大会） 大久保・町田・長島椎・川田（県大会）

＜市内および県硬筆展の結果＞
〇市内硬筆展 特選 １年 阿部一花 栗原実玖 図師楽良 小河原叶汰 牛丸美希

２年 大久保友愛 増田素子 守屋里咲 津久井瑛真 松本柚紀
３年 小澤彩華 増田紗也 大野聡恵 杉野彩名 湯澤明里 板花悠希

７月
１ 金 ３年第１回実力テスト １６ 土

２ 土 １７ 日

３ 日 １８ 月 海の日

４ 月
生徒朝会（長野鐘賞）

１９ 火
声かけ応援団会議

５ 火 北埼玉地区夏季陸上大会 ２０ 水 １学期終業式 AED講習

６ 水 北埼玉地区夏季大会１日目給食なし
２１ 木 夏季休業日（～８/３１ ）

家庭訪問・三者面談(～８/４)
７ 木 北埼玉地区夏季大会２日目 ２２ 金

８ 金 予備日 ２３ 土 陸上県大会

９ 土
資源回収 ２４ 日
北埼玉地区夏季水泳大会 陸上県大会

１０ 日 資源回収予備日 ２５ 月 学校保健委員会

１１ 月 予備日 非行防止教室 ２６ 火

１２ 火 予備日 まきば園訪問 ２７ 水

１３ 水 １・２年ＰＴＡ ２８ 木

１４ 木 ３年ＰＴＡ ２９ 金

１５ 金 給食終了 安全の日 ３０ 土

３１ 日 行田浮き城祭り

〇埼玉県中央展覧会 特選賞 ２年 大久保友愛
優良賞 １年 阿部一花 牛丸美希

３年 大野聡恵 杉野彩名

＜その他の結果＞

○第４１回梓杯争奪ソフトテニス大会中学生女子個人の部 ３位 遠山歩・湯澤明里組

○第３４回加須市陸上競技春季記録会 ２年１００ｍ ２位 金子裕希

３年１００ｍ ３位 野本陸斗

○第３５回北埼玉地区強化練習会（卓球の部）女子２年生の部 優勝 五十嵐結実

３位 津久井瑛真

○平成２８年度春季北埼玉地区中学生バドミントン研修大会

男子ダブルス優勝 長谷部璃人・長谷部紘人組 女子ダブルス３位 菊地美咲・小堀陽世里組

○第１８回タニタ楽器管打楽器ソロコンテスト

銀賞 馬場美香 長谷見帆風 中島彩瑛 下村優奈


