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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

富士山登頂に挑戦して学んだこと

校長 池野 透

熱く燃えた夏！長中生は県大会等をはじめ、各分野で

大活躍をしました。特に１・２年生は、大変暑い中、部

活動等一生懸命に取り組みました。３年生は、進路実現

のため、高校説明会、受験勉強等必死になって取り組ん

だことと思います。私もこの夏、念願の富士山登頂にチ

ャレンジしました。

登頂に際して準備したことは、道具選びと体力づくり

でした。まず、登山靴とザックを用意し、気温や天候の変化に対応できるようにダウンジ

ャケットとレインウエアを揃えました。また、夜道に備え、ヘッドライトも購入しました。

そして、体力づくりとして、毎朝、ウォーキングを日課にしました。さらに、事前のリハ

ーサルとして日光男体山登山を２週間前にトライしました。特に、標高３７７６ｍでは、

気圧の変化による高山病が心配されましたので、前日は、６合目付近に宿泊し、体を順化

させた後、休憩時間や水分補給等しっかりとりながら、時間をかけて登頂に臨みました。

お陰様で体調をくずすことなくチャレンジすることができました。

山頂から眺めるご来光と登りきった達成感・充実感は格別なものであり、まさしく、至

福のひとときでありました。 人は苦しさを味わえば味わうほど、成功した時には、言い表

すことのできない、深い喜びと感動を得ることができるのだと実感しました。特に、登山

の面白さは、５合目、６合目等目先の目標が提示されおり、モチベーションを持ち続ける

ことができるところにあると思います。道徳の資料に「実践目標は小刻みに！」 という読

み物がありましたが、まさしく、１つ１つスモールステップをクリアしていく中で自信が

生まれ、いつのまにか大きな目標を達成できたという深い喜びが得られるのだと思います。

富士山を登頂してわかったことは、目標をもつことの大切さと、そのための準備・コン

ディションづくりの必要性を学びました。そして、さらに付け加えるならば、登山者のマ

ナー等についても学びました。登りくだりの際に人とすれ違う時には、くだりの者が立ち

止まり、あいさつと共に、励ましの一声をかける等など気配り、心配りがありました。今

回の富士山登頂は、人としての在り方、生き方を学んだ尊い経験となりました。

７月２６日（日）、行田浮き城祭に、生徒、職員、ＰＴＡから総勢１７５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１１日（土）、ＰＴＡ資源回収を行

いました。暑い中でしたが生徒、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１４日（火）、声かけ応援団会議

を開催しました。自治会長さん３２名に
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１４日（火）、６月までお世話いた

だいたスクールサポ－ターさん２名を講師
に招き、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
に話が聞けて参
考になりました。

緑化コンクール優良賞
７月２４日（金）、学校環境コンクー

ル支部審査があり、担当者が来校し校地
内の緑化活動に
ついてご指導・
ご助言をいただ
きました。見事、
優良賞を受賞す
ることができま
した。

救急救命職員研修
７月２１日（火）、夏休み初日、行田
市消防本部より職員を講師に招き、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の結果】
女子バスケットボール部 優勝 県大会２回戦惜敗 男子バスケットボール部 ３位
ソフトボール部 ３位
男子卓球部 団体 ３位

ダブルス ３位 今井由人・中島快 県大会出場
柔 道 部 男子９０ｋｇ超級 １位 長島雄介 県大会出場

男子７３ｋｇ以下級２位 倉田歩楠 男子５５ｋｇ以下級３位 相原桂登
剣 道 部 個人戦 ９位 細井洋海 県大会２回戦惜敗
陸上競技部 男子総合２位 女子総合３位
３年１００ｍ２位、２００ｍ１位 飯田 煕 ２年１００ｍ 野本陸斗
４００ｍ２位、８００ｍ３位 栗田峻輔 １５００ｍ３位、３０００ｍ４位 横田健剛
１１０ｍＨ６位 狩野翔太 ４００ｍＲ２位（飯田煕、田島彪央、友池天哉、伊藤敏弘）
３年１００ｍ５位 川田辰月 １００ｍＨ３位 大泉摩季 走高跳２位 間宮桃香
四種競技(地区予選なし) 間宮桃香 ※以上県大会出場
４００ｍ３位 中原温希 １００ｍＨ２位 間宮桃香
バドミントン 女子シングルス １位 對馬 結 県大会３回戦惜敗

女子シングルス ２位 小堀黄八扇 県大会３回戦惜敗
女子ダブルス １位 對馬 結・小堀黄八扇 県大会３回戦惜敗
男子ダブルス ３位 長谷部璃人・長谷部紘人 県大会出場

体操競技 男子鉄棒 ３位 図師 優 県大会出場
水泳競技 女子個人メドレー １位 古川知羅 女子１００ｍ平泳ぎ１位 古川知羅

女子１００ｍ平泳ぎ３位 峯川真実 男子５０ｍ 自由形３位 稲岡直哉

【 文化部およびその他の活動の結果 】
吹奏楽部 第５６回埼玉県吹奏楽コンクール 銀賞
行田市水道週間ポスターコンクール 金賞 山崎優佳 銀賞 大黒龍海

退職職員あいさつ この度、結婚に伴い、退
職することになりました。
長野中学校では２年と５ヶ
月間、お世話になりました。
長中の、益々の発展・活躍
を期待しています。
特別支援学級主任

佐々木 明子

新しい職員の紹介
２学期からお世話に

なります。よろしくお

願いします。

特別支援学級副担任

佐久間 千陽

ＰＴＡ環境整備
８月２１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。早朝から
ご協力いただきありがと
うございました。

１ 火 ２学期始業式 １６ 水 体育祭予行

２ 水 給食開始 １７ 木

３ 木 ３年第２回実力テスト １８ 金

４ 金 避難訓練 専門委員会 １９ 土 体育祭

５ 土 ２０ 日 体育祭予備日

６ 日 ２１ 月 敬老の日

７ 月 ２２ 火 国民の休日

８ 火 まきば園訪問 ２３ 水 秋分の日

９ 水 生徒集会 ２４ 木 振替休業日

１０ 木 ２５ 金

１１ 金 ２６ 土

１２ 土 ２７ 日

１３ 日 ２８ 月 安全の日

１４ 月 ２９ 火 生徒集会（壮行会）

１５ 火 ３０ 水

７月８日～９日の２日間、長野中と学校区の東小、北小、
桜ヶ丘小の児童・生徒が連携・協力し、さわやかで気持ち
のよいあいさつで登校する児童・生徒を迎えました。また、
本校２年生のボランティア３０名が、８月１９日～２１日
に開催された桜ヶ丘小サマースクールへ、ミニティチャー
としてお手伝いをしました。


