『よさやとりえを伸ばし 笑顔あふれる学校』

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

６月５日（金）、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、午前中はカレー作り、午後はアドベン
チャーハイクに取り組みました。仲間と共に汗をかき協力し
た貴重な体験をとおして、充実感・達成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。
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善行賞 桜賞第１号を授与！
校長
「よさやとりえを伸ばし

池野

透

笑顔あふれる学校」をめざす取組の一つ

として、生徒たちのよい行いをどんどん認め、称え、褒めていこうと
いう善行賞、桜賞が始まりました。この桜賞は、校歌で歌われる桜の
花言葉「美しい心」にちなみ、学校教育目標にもある誠実で思いやり
のある行動に対して感謝して贈られる賞です。
記念すべき第１号は、職員玄関にある長野中の生徒の活動の様子を
記した掲示板を制作した美術部と１年２組の有志の生徒たち１０名に
授与しました。私から美術科の廿楽先生に、「生徒たちの活躍の様子

６月５日（金）、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。

や長野中の活動を保護者や地域の方に見ていただくための写真を掲載するボードがほしい」
とお願いをしたところ、早速、有志を募って立派でオシャレな掲示版を作ってくれました。
ありがとうございました。 続いて、１年１組の３名の生徒は、大会等で給食当番がいない
時に率先して配膳を手伝ってくれたということで授与しました。さらに、１年３組全体の
生徒へは、担任の先生の誕生日にお祝いのメッセージを掲示するなど心温まる行いをして
くれたということで学年主任の先生の推薦で授与しました。
ところで、長野中学校では、生徒会が中心となって、長野鐘賞（ナガノーベル）という
善行賞を学期に１度、生徒会から選考条件が示され、各クラスで推薦された生徒に授与し
ています。クラスや学年、学校をあげて、生徒の温かい心遣い、気遣に感謝し、これから
もどんどん長野鐘賞や桜賞を贈りたいと思いますので、推薦をよろしくお願いいたします。

生 徒 総 会
６月１１日（木）、生徒総会が開催されまし
た。今年度の活動方針「誇り高き長中への挑
戦」が示されたのち、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
発展・充実を
めざし、がん
ばりましょう。

生徒会による壮行会
６月２５日（木）、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。

学校評議員会
６月１７日（水）、校長室にて、第１回
学校評議員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Ｐ
ＴＡ役員、
近隣の校長
先生にお越
しいただき
学校経営に
ご助言いた
だきました。

小中連携授業参観
６月１９日（金）、東小、北小、桜ヶ丘小
で現在の１年生を担任していた先生方に授
業参観してい
ただきました。
教え子の成長
を願い、小中
で連携する貴
重な機会とな
りました。

６月２３日（火）、盲目のミュージシャン木下航志さんをお招きし、ふれあい講演会と
題してライブを開催しました。アテネパラリンピックの公式テーマ曲を担当した後、現
在は、全国をまわり活躍されています。自らのオリジナルソングの他、生徒にも馴染み
のある、「ふるさと」「翼をください」「上を向いてあるこう」を共に歌った後、校歌の大
合唱も行われ、大いに盛り上がりました。最後は、生徒一人一人と握手を行うなど、ま
さに、ふれあうコンサートでした。たくさんの勇気と感動、ありがとうございました。

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
１年１００ｍ ３位 中村穂希
２年１００ｍ １位 伊藤敏広（県大会へ）
３年１００ｍ １位 飯田 煕（県大会へ）
３年１００ｍ ３位 田島彪央
共通２００ｍ １位 飯田 煕
共通４００ｍ ２位 栗田峻輔
共通８００ｍ ２位 栗田峻輔
共通８００ｍ ３位 中原溫希
共通１５００ｍ１位 横田健剛（県大会へ）
共通３０００ｍ２位 横田健剛
共通１１０ｍＨ３位 狩野翔太
共通４×１００ｍＲ１位
（県大会へ）
田島・友池・飯田・伊藤

○女 子
２年１００ｍ ２位 川田花月
３年１００ｍ ３位 川田辰月
共通２００ｍ １位 川田辰月（県大会へ）
共通２００ｍ ２位 川田花月
共通１５００ｍ２位 間宮春香
共通１５００ｍ３位 加藤彩希
共通１００ｍＨ１位 間宮桃香（県大会へ）
共通１００ｍＨ２位 大泉摩季
走高跳
１位 間宮桃香（県大会へ）
走高跳
２位 石川加奈巴(県大会へ)
砲丸投
２位 中島彩乃（県大会へ）
１年４×１００ｍＲ 1 位
長島椎・大久保・田中・長島瑚

＜県および市内硬筆展の結果＞
埼玉県中央展覧会 推薦賞 ２年 杉野彩名 増田紗也
特選賞 ２年 湯澤明里
優良賞 １年 増田素子 ２年 川田花月
市内特選（県展へ) １年 増田素子 ２年 杉野彩名 川田花月 増田紗也 湯澤明里
市内特選
１年 松本柚紀 大久保友愛 津久井瑛真 宮原菜月
２年 大野聡恵 遠山 歩
３年 門井薫也 田島彪央 鵜野千聖 治田留穂 岡田涼花
＜その他の結果＞
○第１１回埼玉県春季バスケットボール大会北埼玉地区大会 男子の部 ３位
第１１回埼玉県春季バスケットボール大会北埼玉地区大会 女子の部 ３位
○白岡高等学校杯バスケットボール大会 優秀選手賞 大山真奈美
○行田市民卓球大会男子２部団体戦 優勝
○第１７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 銅賞 芹田彩美
○第１０回行田市中学校軟式野球選手権大会 ３位
○第１２回埼玉県中学生クラブ選手権軟式野球大会３位 代表メンバー 石橋元貴
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