
               校 長 稲 葉 俊 昌 
昨年、野球で有名なイチロー選手の作文がインターネットで流

され、その内容が会社の運営等のビジネスの世界や、自らの夢の実

現にたいへん参考になると言うことで話題になりました。 

 

   僕の夢          ６年 鈴木一朗 

僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。 

そのためには、中学、高校と全国大会に出て、活躍しなけれ

ばなりません。活躍できるようになるには、練習が必要です。

僕はその練習には自信があります。 

僕は３才の時から練習を始めています。３才から７才くらい

までは半年ぐらいやっていました。が、３年生のときから今ま

では、３６５日中３６０日は激しい練習をしています。だから、

１週間で友達と遊べる時間は、５～６時間です。そんなに厳し

い練習をしているのだから、必ずプロ野球選手になれると思い

ます。 

そして中学、高校と活躍して、高校を卒業してからプロ野球

選手になれると思います。そしてその球団は、中日ドラゴンズ

か西武ライオンズです。ドラフト入団で、契約金は１億円以上

が目標です。 

僕が自信があるのが投手か打撃です。去年の夏、僕たちは全

国大会に行きました。そして、ほとんどの投手を見てきました

が、自分が大会ナンバーワン選手と確信でき、打撃では、県大

会４試合のうちに、ホームランを３本打ちました。そして全体

を通した打率は５割８分３厘でした。 

このように自分でも納得のいく成績でした。そして僕たち

は、１年間負け知らずで野球ができました。だからこの調子で

これからも頑張ります。 

そして僕が一流選手なって試合に出れるようになったら、お

世話になった人に招待状を配って応援してもらうのも夢の1つ

です。とにかく、一番大きな夢は、プロ野球選手になることで

す。(段落や漢字等が原文と異なっているところがあります。) 

 

かなり内容が具体的でしっかりとしてい

ます。注目するポイントは、次の４点です。 

１ 目標設定を明確にする 

２ 数字にこだわる 

３ 自分に自信を持たせる 

４ 具体的に努力を重ねる 

どうでしょうか。この４点は、運動の世界

だけでなく、音楽や美術等の芸術の世界、そ

して勉強、さらに進路決定の際などにも参考

にできるのではないでしょうか。是非、生徒

の皆さん一人一人の夢の実現に向けて、参考

にしていただけたらと思います。 
                                                   

                                 小学校56年生｢心のノート｣挿絵 

◎学校のミッション◎ 
知・徳・体の調和のとれた生きる力を備えた生徒の育成 

～あとひと手間かけて～      

◎学校教育目標◎ 
自ら学ぶ生徒（知育） 

心豊かな生徒（徳育） 

たくましい生徒（体育） 

７ 月 
日 曜 行事予定 給食 

1 火 ３年修学旅行 ○ 

2 水 ３年修学旅行振替休業日 ○ 

3 木 専門委員会 ○ 

4 金 ＰＴＡ役員会 ○ 

5 土   

6 日   

7 月  ○ 

8 火 全校朝会/３年進路説明会 ○ 

9 水 登校指導 ○ 

10 木 教育支援担当学校訪問(5時間授業) ○ 

11 金 
第１回漢字検定会/第１回学校警察連絡

協議会 
○ 

12 土   

13 日   

14 月  ○ 

15 火 生徒朝会/小中連携授業参観   ○ 

16 水 非行防止教室６校時 ○ 

17 木  ○ 

18 金 
全校集会/学年集会/学級活動（４校時

授業）/大掃除 
○ 

19 土   

20 日   

21 月 海の日/夏季休業日(～8月31日)                      

22 火 

1年家庭訪問開始/2･3年三者面談/剣

道男子団体県大会/バスケ女子県大会

(～23日) 

 

23 水 
1年家庭訪問開始･2･3年三者面談/陸

上県大会(～24日)/剣道個人県大会 
 

24 木 1年家庭訪問開始･2･3年三者面談  

25 金 
1年家庭訪問開始/2･3年三者面談/水

泳県大会(～28日) 
 

26 土 柔道個人県大会  

27 日   

28 月 1年家庭訪問開始/2･3年三者面談  

29 火 1年家庭訪問開始/2･3年三者面談  

30 水 校内研修会/職員作業  

31 木 1年家庭訪問開始/2･3年三者面談  

○8月4日(月)～8日(金):1年社会体験チャレンジ 

○8月23日(土):ＰＴＡ奉仕活動/ＰＴＡ役員会 

○8月25日(月)～29日(金):1･2年学習会 

｢夢を実現する力｣ 
－イチロー選手に学ぶ－ 



※後日男衾中学校のWebサイトに掲載いたします。載せたくない内容がある場合には、担任を通じてお知らせください。 

私たちは、入部してから今日まで顧問の先生のご

指導のもと、日々練習を重ねてきました。時にはつら

く困難なこともありましたが、それを乗り越えるこ

とで、人として成長できたと思っています。 

私たちが部活動で学んでことは、技術だけではあ

りません。努力することの大切さ、礼儀正しい態度、

感謝の心、これらの多くを部活動を通して学ぶこと

ができました。これまで指導してくださった先生方、

先輩方に心から感謝したいと思います。また、日々の

部活動は家族の支えなしにはできないということを

忘れてはいけません。いつも応援してくれる家族に

恩返しするためにも、学校総合体育大会で最高の結

果を残したいと思っています。 

男衾中学校には、先輩方が努力を重ねてつくって

くださった素晴らしい伝統があります。私たちはこ

の伝統をしっかり受け継

いでいかなければなりま

せん。「伝統で終わること

なく伝説に」の言葉を胸

に、後輩にバトンを渡す

そのときまで、精一杯が

んばりたいと思います。 

私たちは「夢は叶う」と信じています。ですから、

最後まであきらめません。自分自身と真剣に向き合

い、日々努力し、悔いの残らないよう、一生懸命部活

動に取り組むことを誓います。 

 

平成26年5月24日 体育祭部活動紹介・激励会 

部長会長：松本哲汰  

部長会副会長：河合由梨亜 

6月17日(火)から、学校総合体育大会

地区予選会が深谷市及び寄居町の各体

育館やグラウンドで開催されました。

3年生最後の公式戦に向けて、各部と

も精一杯練習に励み本番に臨みまし

た。結果だけを見ると、成果が発揮で

きた部もあればできなかった部もある

と思います。しかし、生徒の皆さんの努力は、一人

一人の今後に活かされるものと信じております。 

主な結果を報告いたします。 

 

◎サッカー部：予選リーグ惜敗 

◎テニス部：Ａチーム1回戦惜敗 Ｂチームベスト8 

   個人戦 新井七海･河合由梨亜ペア ベスト32 

◎剣道部：男子団体戦 優勝(祝県大会出場) 

     女子団体戦 3位 

     個人戦 富永滋宣 準優勝(祝県大会出場) 

         岡部花音 5位(祝県大会出場) 

◎柔道：男子団体戦 

     敗者復活戦 対川本中2対2 内容差惜敗 

  個人戦 55kg級 天川寛大 優勝(祝県大会出場) 

      60kg級 矢部祐希 準優勝(祝県大会出場) 

◎卓球男子：団体戦予選リーグ惜敗 

      個人戦 大澤拓未 ベスト16 

◎卓球女子：団体戦予選リーグ惜敗 

      個人戦 今井佐和 ベスト16 

◎バスケットボール男子：１回戦惜敗 

◎バスケットボール女子：優勝(祝県大会出場) 

◎バレーボール女子：予選リーグ惜敗 

◎陸上男子 

・800m 6位 小池智也 2分17秒6 (祝県大会出場) 

・1年1500m 8位 小笠原康太 5分17秒8 

・1500m 大里1位 新井巧 4分46秒6(祝県大会出場) 

・3000m 5位 篠崎祐紀 10分21秒7(祝県大会出場) 

      7位 荻野翔大 10分31秒5 

・走幅跳び 3位 松本哲汰 5m21(祝県大会出場) 

      8位 木本吏哉 4m93 

◎陸上女子 

・2年100m 1位 野澤亜未 13秒0(祝県大会出場) 

・200m 1位 野澤亜未 27秒2(祝県大会出場) 

・1年800m 8位 松本香乃 2分53秒4 

・800m 1位 新井悠香 2分31秒9(祝県大会出場) 

    2位 松本優澄 2分33秒1(祝県大会出場) 

    6位 春山優香 2分34秒9 

・1500m 1位 松本優澄 5分5秒3(祝県大会出場) 

      3位 新井悠香 5分7秒8(祝県大会出場) 

      5位 木本真唯 5分29秒2 

・走高跳び 5位 木本真唯 1m25(祝県大会出場) 

      7位 吉田咲葵 1m20 

・走幅跳び 4位 山本梨乃 4m00 

      6位 小林泉水 3m76 

・砲丸投げ 大里1位 杉田結美 7m37(祝県大会出場) 

◎水泳 

 桜井美咲 

  ・400m自由形 1位 4分41秒91(祝県大会出場) 

  ・800m自由形 1位 9分26秒02(祝県大会出場) 

 


