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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

創立70周年記念講演会「自分は自分で作るのだ！」

校長 池野 透

10月 22日（土）午後より、体育館にて、長野中学校創立 70
周年記念講演会を開催したところ多数のご来賓、保護者、地

域の皆様にご臨席を賜り盛大に開催することができました。

厚く御礼申し上げます。講師の津田馨先生については、本校

の卒業生でもあり、元行田市教育委員会教育長として、本市

の教育行政に多大なる功績を残された先生であります。私も

教育委員会に勤めていたときに、たくさんのご指導・ご示唆をいただきました。常に部下

を気遣い、いつもまわりにいる人を和やかな雰囲気に包んでいたことを思い出します。こ

こで講演の一部を振り返ってみたいと思います。

演題「自分は自分で作るのだ」は、先生が長野中在籍当時の担任であった恩師の言葉だ

そうです。１つ目の柱「今を大切に生きる」では、「過去の努力が咲いている今」「未来の

つぼみでいっぱいの今」と花の成長に例えた話があり、多くの人に支えられて今があると

いう感謝の気持ちを大切にという内容でした。２つ目の柱「人としての成長」では、自分

自身を高めるために好きな言葉をもつことが大切であるとして、「３つの C」でまとめると
「チャンス」「チャレンジ」「チェンジ」。「３つの S」では「スマイル」「センス」「サポー
ト」という例が紹介されました。３つ目の柱「〇〇し合う存在になる」では、「認め合う」

「励まし合う」「助け合う」「信じ合う」存在になる。生き方として「４つのく」では、「頭

は低く（謙虚）」「目は高く（目標）」「心は広く」「思考は深く」。 そして、これからの人間

力を①知識 ・思考能力②自己抑制能力（我慢する力）③人間関係能力（コミュニケーショ

ン能力）として、授業や部活動・学校行事等人とのかかわりで高めていってほしいという

内容でした。結びに、「花明かり（真っ暗闇の中で満開の桜はまわりをほんのりと明るくす

る）」を例に、「人明かり（あの人のまわりにいるとなんか心が落ち着き和やかな雰囲気に

なる）」について話された後、「花明かりのごとく人明かりになって人を大切にし、人がよ

ってくる人になってほしい」という言葉で締めくくられました。

21 世紀を担う本校の生徒にとって、津田先生の心温まるご講演は、これからの自らの生
き方を決める上で貴重な指針となりました。ありがとうございました。

感動の創立70周年校内音楽会 ～体育館に響き渡る歌声～
１０月２２日、体育館にて、「心動かす歌を！～ 70 年の想いを乗せて～」のスローガ
ンのもと、校内音楽会をご来賓の皆様とたくさんの保護者、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の学校行事であ
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 ３－１(市内音楽会)

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

指揮者賞 伴奏者賞
１－２小暮穂乃花 １－３図師楽良
２－３今井脩真 ２－１鈴木理紗子
３－１鈴木 和 ３－４江野早織

職員合唱・吹奏楽部の演奏で花を添える！
職員も時間のない中、事前に練習を

重ね、「Let's search for Tomorrow」を指
揮者下山先生、伴奏者森村先生のサプ
ライズで披露し、たくさんの拍手をい
ただきました。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ました。



活躍する長中生 ～よさやとりえを伸ばす～
【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

サッカー部 準優勝 ※県大会

女子バスケット部 準優勝 ※県大会

男子バスケット部 ３位

女子卓球部 団体 第３位 ※県大会

シングルス 優勝 五十嵐結実 準優勝 新井莉奈 ３位 津久井瑛真 ※以上県大会

男子ソフトテニス部 個人 best６ 森 諒平・石垣 稜 ※県大会

陸 上 部 男子１年１００ｍ 第４位 阿部隼士 ※県大会

男子２年１００ｍ 第２位 宮下寿己 ※県大会

男子共通１５００ｍ 第５位 横田小次郎 ※県大会

男子共通３０００ｍ 第８位 横田小次郎 ※県大会

男子共通４×１００ｍＲ 第２位 吉井綾汰・宮下寿己・増田幹太・金子裕希

女子１年１００ｍ 浦邉有里菜 ※県大会
女子共通８００ｍ 第６位 岩渕友香 ※県大会

水 泳 男子５０ｍ自由形 稲岡直哉 ※県大会
女子５０ｍ平泳ぎ 古川知羅 ※県大会

【文化的な活動の結果】
埼玉県科学教育振興展覧会北埼玉支部展 優良賞 「最短距離の研究」 杉野彩名・湯澤明里

優良賞 「茶渋が一番つく飲み物は？」 榎本実康
行田市読書感想文コンクール 特 選 長谷見帆風 杉野彩名

北埼玉地区駅伝大会 男子４位（行田１位）県大会へ 女子３位入賞!
【区間賞】
男子２区 今井脩真 ２位

３区 豊島 蓮 １位

５区 亀井日王 ３位

女子 1区 岩渕友香 ３位

２区 小暮穂乃花 ２位

３区 高田友優 ２位

４区 村田瑞穂 ２位

北埼英語弁論大会でスピーチ
９月 30 日、みらい
にて、北埼地区英語

弁論大会が開催さ

れ、長谷見帆風さん

が吹奏楽部でのよき

体験についてスピー

チしました。

北埼人権フェスティバルで発表
10月 15日、みらい
にて、北埼人権フェ

スティバルが開催さ

れ、杉野彩名さんが

行田市を代表して人

権作文を読み上げま

した。

埼玉県中学生税の作文 杉野さん県議会議長賞を受賞
10月 17日、さいたま市の知事公館にて、

中学生税の作文の表彰式が行われました。

県内の中学校 368 校 2 万点を超える生徒作
文から４名が代表して受賞しました。本校

の杉野彩名さんは、昨年度の県知事賞に続

き、今年度は、「権利と義務」という内容で

県議会議長賞を受賞しました。

１１月
１ 火 彩の国教育の日 まきば園訪問 １６ 水

２ 水 ３年進路ＰＴＡ 県新人大会（卓球） １７ 木 生徒会立会選挙

３ 木 文化の日 １８ 金 生徒朝会（長野鐘賞）

４ 金
後期時間割開始 三者面談（～ 16日）

１９ 土
県新人大会（ソフトテニス）

５ 土 県駅伝大会 県新人大会（卓球） ２０ 日

２１ 月 ３年２学期期末テスト６ 日

７ 月 ２２ 火 ３年２学期期末テスト

８ 火
３年第４回実力テスト（校長会）

２３ 水 勤労感謝の日
県新人大会（バスケットボール）

９ 水 ２４ 木 安全の日
歯科健診 部活動中止期間

１０ 木 ２５ 金

１１ 金 ２６ 土

１２ 土 ２７ 日

１３ 日 県新人大会（サッカー） ２８ 月

１４ 月 県民の日 ２９ 火 １・２年２学期期末テスト

１５ 火 ３０ 水 １１・２年２学期期末テスト

１０月２日、本校校庭にて長野地区体育祭が、１０月９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２３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、長野地区・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。


