
               校 長 稲 葉 俊 昌 

「なぜ、同じ毎日をくり返しているのに 未来をつくれ

るのか。」ちょっと昔のＮＴＴ東日本の広告の一節です。「今

日の一歩が集まって、大きな未来になっていく。進化を続け

る方法は、他にはない。そう。未来は、今日、つくられる。」 

なんとも素敵な言葉に引きつけられました。 

広告の主役は、野球選手のイチローです。現在４１歳です

が、マーリンズの外野手として、現役で活躍しています。今

月１３日のロッキーズ戦では、７回１死から代打で登場し

ました。９球粘って四球で出塁、電光石火の二盗を決める

と、捕手の送球がそれる間に三塁を陥れました。衰え知らず

の４１歳のスピードに観衆は拍手喝采し「これぞ、イチロー

イングですね。」と、「イチローイング（イチローする）」

という「新語」をもって絶賛されました。 

３年生は、県大会に出場する部と文化部を除いて、部活動

が引退となりました。実りある２年３ヶ月にすることがで

きたでしょうか。引退、おめでとうございます。 

さて、これからは３年生は自らの進路の実現に向けて、

１・２年生は部活動や生徒会などで学校の中心となり、自分

の夢の実現に向けて取り組んでいきます。 

是非とも、今日の一歩を大切に準備を重ね、自分の可能性

を広げていただきたいものです。 

はなむけに、イチローの言葉を贈ります。 

『準備というのは、言い訳の材料となり得るものを排除し

ていく、そのために考え得るすべてのことをこなしてい

く。』 
『びっくりするような好プレイが、勝ち

に結びつくことは少ないです。確実に

こなさないといけないプレイを確実に

こなせるチームは強いと思います。』 

『夢を掴むことというのは一気には出

来ません。小さなことを積み重ねるこ

とでいつの日か信じられないような力

を出せるようになっていきます。』 

『特別なことをするために 特別なこ

とをするのではない、特別なことをす

るために 普段どおりの当たり前のこ

とをする。』 

『壁というのは、超えられる可能性があ

る人にしかやってこない。だから、壁が

ある時はチャンスだと思っている。』 

◎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 水 ２年東京見学/3年第1回実力テスト ○ 

2 木  ○ 

3 金 巡回相談/ＰＴＡ役員会 ○ 

4 土 学校総合代表決定戦(剣道)  

5 日   

6 月 メアリーズビル中学生訪問 ○ 

7 火 全校朝会 ○ 

8 水 メアリーズビル中学生訪問  ○ 

9 木 3年進路説明会 ○ 

10 金 
登校指導/メアリーズビル中学生訪問/漢

字検定 
○ 

11 土   

12 日   

13 月  ○ 

14 火 生徒朝会(県大会壮行会) ○ 

15 水  ○ 

16 木 非行防止教室/専門委員会 ○ 

17 金 
夏季休業前授業終了日/全校集会/学年

集会/教育相談研修 
○ 

18 土 陸上県大  

19 日 陸上県大  

20 月 海の日/夏季休業(7月21日～8月27日)  

21 火 1年家庭訪問/23年三者面談/口座振替日  

22 水 1年家庭訪問/23年三者面談  

23 木 1年家庭訪問/23年三者面談  

24 金 
1年家庭訪問/23年三者面談/バスケ･柔

道県体 
 

25 土 バスケ･柔道県体  

26 日 バスケ･柔道県体  

27 月 
1年家庭訪問/23年三者面談/口座振替

日/バスケ県体 
 

28 火 
1年家庭訪問/23年三者面談/北部地区人

権教育実践報告会(男衾中発表) 
 

29 水 1年家庭訪問/23年三者面談  

30 木 1年家庭訪問/23年三者面談  

31 金 職員研修会/職員作業  

○８月２２日(土):ＰＴＡ奉仕作業/ＰＴＡ役員会 

○８月２８日(金):夏季休業後授業開始日/避難訓練/３時間 

        授業/給食無 

○８月３１日(月):３時間授業/給食無 

○９月 ３日(木):中３実力テスト 

○９月 ４日(金):柏葉祭 

○９月 ５日(土)：資源回収 

 部活動の引退に際して 
   －ＮＴＴの広告、イチローから学ぶ－ 

小学校56年生｢心のノート｣挿絵 から                             



※後日男衾中学校のWebサイトに掲載いたします。載せることが差し支える内容がある場合には、担任を通じてお知らせください。 

6月25日(木)に、第1回学校保健委員会が男衾コミュ

ニティセンターで開かれました。学校医 定森真理 先

生、学校歯科医 小西誉 先生、学校薬剤師 藤倉広武 先

生においでいただき、本校の定期健康診断、新体力テス

ト、安全教育、学校給食への取組の報告について、専門

的な視点から、大変貴重なご指導をいただきました。 

○健康診断の結果から、体格は平均的である。全体として

は健康であり、清潔感を感じる子が多い。 

○「健全な精神は健全な肉体に宿る」のことわざの通り、

若いときに基礎体力を身に付けること、食事をしっか

り取ることが大切である。最近は、上半身の筋力が落ち

てきている傾向が見られる。 

○歯科検診の結果から、口の中はきれいになってきてい

る。歯垢を採るために、さらに磨き方を上達させたい。 

○水泳が始まりました。泳いだ後は眠くなり、夏でも風邪

を引きやすくなるので注意して欲しい。 

○エアコンの利用については、扇風機も併用し、冷やしす

ぎないことがポイントである。また、外気を取り入れ、

換気をおこなうことが大切である。 

○最近、若者の間でネット依存が増え、大いに心配であ

る。フィルタリングをかけるとともに、家庭でも使い方

を話し合って欲しい。   ありがとうございました。 

【寄居町町民卓球大会】 平成27年6月20日 

 中学生男子２年生の部 準優勝：内田匠哉 

         第３位：飯野幸信 第３位：村山諒 

 中学生女子２年生の部 優 勝：浅野愛香 

 中学生女子１年生の部 準優勝：杉田夏緒 

            第３位：岡野未来 

6月18日(木)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、成果を発揮

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２年３ヶ月をやり遂げた努力は、

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：第3位 

◎テニス部：Ａﾁｰﾑ2回戦惜敗   Ｂﾁｰﾑ1回戦惜敗 

      個人戦惜敗 

◎卓球男子：団体戦予選リーグ惜敗 

      個人戦ダブルス 佐藤諒真 村山諒  ベスト8 

      ダブルス 飯野幸信 村山晶胡 ベスト8 

◎卓球女子：団体戦総当り戦惜敗 

      個人戦シングル 小枝千夏 ベスト32  

◎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 (祝県大出場) 

◎バレーボール女子：予選リーグ惜敗 

◎剣道部： 男子団体戦 2回戦惜敗 

      女子団体戦 第3位 (祝代表決定戦出場) 

      個人戦 嶋田友希乃 第3位 (祝県大出場) 

          新井沙紀  第5位 (祝県大出場) 

          新井杏子  第5位 (祝県大出場) 

◎柔 道： 男子団体戦 第2位 (祝県大出場) 

      女子団体戦 第3位 (祝県大出場) 

      個人戦 天川太智  優  勝 (祝県大出場) 

          小林隼   優  勝 (祝県大出場) 

          吉田太陽  第2位 (祝県大出場) 

          嶋田樹里  優  勝 (祝県大出場) 

          小枝歩   第2位 (祝県大出場) 

          坂本菜摘  第3位 (祝県大出場) 

          長谷川実咲 第3位 

          小林弘美  第5位 (祝県大出場) 

◎陸上男子 

 ・1年100m 大里2位 黒沢陸斗 13秒1  

 ・3年100m 大里2位 木本吏哉 11秒7 (祝県大出場) 

 ・400m 大里3位 深町勇将 63秒2 

 ・800m 大里1位 小池智也 2分12秒4 (祝県大出場) 

 ・1年1500m 大里1位 嶋﨑祐斗 4分44秒2 (祝県大出場) 

 ・1500m 大里1位 新井巧 4分34秒6 (祝県大出場) 

     ※県大会シード選手 金子候生 (祝県大出場) 

 ・3000m 大里1位 金子候生10分6秒8 (祝県大出場) 

       大里3位 小笠原康太 10分26秒1 

 ・走幅跳び 大里1位 木本吏哉 6m05 (祝県大出場) 

 ・砲丸投げ 大里1位 深町勇将 8m62 (祝県大出場) 

◎陸上女子 

 ・1年100m 1位 清水萌 13秒6 (祝県大出場) 

 ・3年100m 1位 野澤亜未 12秒8 (祝県大出場) 

 ・200m 1位 野澤亜未 26秒5 (祝県大出場) 

 ・1年800m 大里3位 杉田生瑠 2分58秒2 

 ・800m 1位 松本優澄 2分27秒5 (祝県大出場) 

     大里3位 山本梨乃 2分37秒5 

 ・1500m 1位 松本優澄 4分59秒3 (祝県大出場) 

       2位 春山裕香 5分4秒4 (祝県大出場) 

 ・4×100mR 大里1位 (祝県大出場) 

           清水萌･野澤亜未･小林泉水 

           春山裕香･松本香乃･山本梨乃  

 ・走高跳び 大里1位 小池瑠莉 1m30 (祝県大出場) 

       大里2位 吉田咲葵 1m30 

 ・走幅跳び 大里2位 小林泉水 4m54 

 ・砲丸投げ 大里1位 吉田咲葵 8m06 (祝県大出場) 

       大里2位 杉田生瑠 7m98 


