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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

リオオリンピック スポーツの強さ 美しさを感じる！
校長 池野 透

金１２、銀８、銅２１、史上最高４１個のメダルを獲得し

たリオのオリンピック。我々国民にたくさんの勇気と感動を

与えてくれた。そんな選手たちに心からありがとうと感謝し

たい。今回、私は日本の強さとスポ ーツの美しさを感じた。

逆転につぐ逆転。深夜から早朝にかけて行われたライブ

での実況中継。何度もハラハラドキドキさせられた。はじ

めに体操団体。予選の不調からダメかと思われたが、決勝

で残り２種目となった床と鉄棒でロシアに逆転し金。続く内 【県大会柔道倉田君の勇姿】

村選手の個人総合。大量リードを許して迎えた最後の鉄棒で一か八かの大勝負。着地を「ピ

タッ！」と決めて逆転金。そして、レスリング女子選手の金メダルも大逆転であった。登

坂選手は残り２秒でタックル成功。続く伊調選手は残り３秒で相手の背後に回りポイント

獲得。さらに土性選手は、前の２人の勝ちを思い出し、残り４０秒でタックルを決め試合

をひっくり返した。極めつけは、バドミントン女子高橋・松友組の決勝ファイナルセット。

１６対１９の劣勢から連続５ポイントを連取し金メダルを決めた。日本人としての気迫と

魂を感じる一瞬であった。これが日本の強さである。

一方、ライバルを称える光景も数多く目にした。４００ｍ個人メドレー金の萩野選手は、

瀬戸選手がいたから強くなれたと感謝し、瀬戸選手は潔く結果を受け止め、萩野選手を祝福し

た。また、内村選手への海外メディアからの「審判に好かれているの？」という問いかけに、

銀のベルニャエフ選手が「審判はフェアで神聖、航平さんの演技は最高。無駄な質問だ。私は

伝説の人と競い合えたことがうれしい」と賛辞を送った。さらに、女子レスリング４連覇を目

指した吉田選手と勝ったマルーリス選手がその場で跪き涙した後、抱擁するシーンが目に焼

きついて離れない。「サオリと戦うことを夢見てきた。彼女は私のヒーロー」と王者への尊

敬の気持ちを語ったことが強く印象に残る。試合が終わった後、相手を称える。これがス

ポーツマンシップであり、スポーツの素晴らしさ、美しさでもあり、我々に感動を与える。

創立７０年目を迎えた長野中学校伝統の体育祭は、９月１７日に実施される。チーム長

野として、２学期、学年、クラスの一員として団結し、熱く燃えることを期待したい。

７月３１日（日）、行田浮き城祭に、生徒、職員、ＰＴＡから総勢１７８名で連をつく
り参加しました。「ソーレ！ソーレ！」の合いの手のもと、みんなが動きと心をそろえ、
一つになって踊る姿は、感動的でした。お陰様で今年も準大賞をいただきました。郷土
愛が希薄になりつつある今、チーム長野で行田ならではの夏祭りに参加できたことは、
本校にとりましても誇りであり、大きな夏の思い出となりました。

ＰＴＡ資源回収
７月９日（土）、ＰＴＡ資源回収を行い

ました。小雨の中でしたが生徒、保護者、
職員が共に汗を流
しながら、一生懸
命取り組みまし
た。地域の皆様、
ご協力いただきあ
りがとうございま
した。

声かけ応援団会議
７月４日（月）、声かけ応援団会議を

開催しました。自治会長さんたちにご来
校いただき、校内
を一巡した後、ご
指導・ご助言をい
ただきました。今
後も地域から信頼
される学校をめざ
します。

非行防止・薬物乱用防止教室
７月１１日（月）、埼玉県警少年課「あ

おぞら」より、２名の講師を招き、非行防
止・薬物乱用防
止教室を開催し
ました。誘惑の
多い夏休みを前
に実践的な話が
聞けて大変参考
になりました。

３市中学生フォーラム
８月４日（木）、古代蓮会館にて、行

田市と友好都市
である桑名市と
白河市の中学生
がいじめ問題に
ついて話し合い
ました。本校か
ら、生徒会本部
が参加ました。

救急救命職員研修
７月２０日（火）、終業式の午後、行
田市消防本部より職員を講師に招き、
ＡＥＤを使っての救急救命講習を実施
しました。こうした職員研修は、いか
なる時も迅速に対応できるようにする
ために必須のものととらえています。



活躍する長中生
【北埼玉地区夏季学校総合体育大会および県大会】
ソフトボール部 優勝 県大会出場
女子ソフトテニス部 団体 ３位
女子卓球部 シングルス ２位 津久井瑛眞 ３位 五十嵐結実 以上県大会出場
柔 道 部 男子９０ｋｇ超級 １位 倉田歩楠 県大会出場

男子８１ｋｇ以下級３位 鈴木涼太
陸上競技部
２年男子１００ｍ １位 金子裕希 ３年男子１００ｍ ２位 伊藤敏弘
１年男子１５００ｍ１位 横田小次郎
１年女子１００ｍ ３位 浦邉有里菜 ２年女子１００ｍ ８位 町田愛海
３年女子１００ｍ ８位 川田花音 女子２００ｍ ８位 川田花音
女子１５００ｍ ６位 岩渕友香
女子４００ｍＲ ８位（大久保友愛・町田愛海・長島椎菜・川田花音）

以上県大会出場
バドミントン 男子シングルス １位 長谷部紘人

女子シングルス １位 小堀黄八扇
男子ダブルス １位 長谷部紘人・長谷部璃人
女子ダブルス ５位 菊地美咲・小堀陽世里

以上県大会出場
水泳競技 女子総合２位
男子５０ｍ自由形 ２位 稲岡直哉 男子１００ｍ自由形 ２位 稲岡直哉
女子２００ｍ背泳ぎ１位 古川知羅 女子４００ｍ自由形 １位 古川知羅
女子１００ｍ背泳ぎ２位 峯川真実
【 文化部およびその他の活動 】
吹奏楽部 第５７回埼玉県吹奏楽コンクール東部地区大会中学校Ｂの部 銅賞
行田市水道週間ポスターコンクール 佳作 大黒龍海
埼玉県中学生人権作文感謝状 杉野彩名 増田幹太
第５回発芽杯争奪バレーボール交流大会中学生の部 優秀選手賞 似鳥未来
埼玉県卓球協会カデット部強化試合女子 １位 五十嵐結実

男子 ３位 内田敦士
第３７回北埼玉地区強化練習会兼北埼玉地区夏季卓球リーグ
女子の部 団体 準優勝

１年シングルス １位 新井莉奈
２年シングルス １位 津久井瑛真 ２位 五十嵐結実

男子の部 １年シングルス １位 内田敦士

ＰＴＡ環境整備
８月２０日（土）、ＰＴ
Ａ環境整備を行いました。
生徒、保護者、職員が共
に汗をかきながら、除草
作業等に励み、あっとい
う間に校地内外がきれい
になりました。雨天の中
早朝からご協力いただき
ありがとうございました。

１ 木 ２学期始業式 １６ 金

２ 金 給食開始 １７ 土 体育祭

３ 土 １８ 日 体育祭予備日①

４ 日 １９ 月 敬老の日

５ 月 避難訓練 専門委員会 ２０ 火 体育祭予備日②

６ 火 ２１ 水

７ 水 ３年第２回実力テスト ２２ 木 秋分の日

８ 木 まきば園訪問 ２３ 金 振替休業日

９ 金 ２４ 土

１０ 土 ２５ 日

１１ 日 ２６ 月 安全の日

１２ 月 ２７ 火

１３ 火 ２８ 生徒集会（壮行会）水

１４ 水 体育祭予行 ２９ 木 北埼玉地区新人陸上大会

１５ 木 ３０ 金

夏休み、学力向上を目指し、中学校では補習授業を小学校ではサマースクールを実施
しました。東小と北小では８月１７日～１９日、桜ヶ丘小は、８月２２日～２４日の３
日間、途中、台風等で中止となった日もありましたが無事行うことができました。本校
からは、２年生のボランティア４０名が、出身小学校に分かれ、ミニティチャーとなり、
小学校の先生方の補助としてお手伝いをしました。


