
校 長  丹 羽 大 恭 

 6月20日から学校総合体育大会予選では、汗と涙の戦

いが繰り広げられました。全力で戦った選手の皆さんに敬

意を表すとともに、チームを支えたメンバー諸君、日頃生

徒たちを支え当日熱い声援をいただきました保護者の皆様

に心から感謝いたします。 

 県大会以上の大会に出場する部を除くと、3年生は2年

3ヶ月に渡って取り組んだ部活動を引退することになりま

す。3年生が背負ってきた重い責任は、2年生・1年生に

引き継がれることになります。 

 3年生にとっては「私たち以上の結果を残してね」とい

う期待や「ここまで引き上げた俺たちの頑張りを無にする

なよ」という 咤激励の気持ちだと思います。 

 一方の１・２年生は、「先輩みたいに勝てるかなぁ」と

いう不安や「前のチームよりいいチームにするぞ」という

強い決意を抱いていると思います。是非、この決意を部員

全員が共有して、新しい部長を中心にして、新しい目標に

立ち向かってください。 

 

 

１ 一人一人が個人の目標を立てること 

 例えば、「新人戦で県大会に出場する」というチームの

目標を達成するために、「自分は最低でも引き分けられる

試合をする。そのためには、相手よりも先に仕掛ける。だ

から、組み手の稽古を徹底的にやる。(柔道)」のように、

なるべく具体的な目標を立てる。 

２ ベーシックマナーを全員が守ること 

 水泳の学習では、「１ プールカードを提出しないと入

れない  ２ プールサイドを走らない  ３ 準備運動

をしてから入水する」などが、最低

限守らなくてはならないベーシック

マナーです。部活動ごとに守らなく

てはならない掟があると思います。

この掟の意味を部員全員が理解し、

守っていくことがチームの目標を達

成するのに必要です。 

目標を達成するには、全力で

取り組む以外に方法はない。 

  そこに近道はない。 

－マイケルジョーダン－ 

◎寄居町の教育理念◎ 
真の学ぶ力を身につけた 未来を拓く人づくり 

◎男衾中学校のミッション◎ 
知・徳・体の調和のとれた｢生きる力｣を育む学校 

～あとひと手間かけて～      

◎学校教育目標◎ 
自ら学ぶ生徒(知) 心豊かな生徒(徳) たくましい生徒

７月 
日 曜 行事予定 給食 

1 土 学校総合県大会代表決定戦   

2 日     

3 月   o 

4 火 全校朝会（表彰） o 

5 水 2年職場体験打合せ 職員研修（授業研

究） 
o 

6 木 生徒会専門委員会 o 

7 金 PTA役員会③ 小中連携参観（6限英数参

観、放課後情報交換） 
o 

8 土     

9 日     

10 月 登校指導④ 北部教育事務所人事学事訪問 o 

11 火 生徒朝会 非行防止教室：１校時 メアリ

ズビル生徒 ６人訪問 県大会代表者会議 
o 

12 水 ２年生上級生に学ぶ会  メアリズビル生

徒 ６人訪問 
o 

13 木 進路説明会（5，6校時）（２年生保護者

もふるって御参加を）  メアリズビル生

徒 ６人訪問 

o 

14 金 漢字検定① o 

15 土 高校説明会（町P主催 中央公民館）   

16 日     

17 月 海の日   

18 火 期末短縮 大掃除５限  給食終了 生徒朝

会（県大会壮行会） 新旧部長の引継ぎ式 
o 

19 水 期末短縮 ２・３年英語学力向上テスト

（2年3時間目、3年4時間目） 
× 

20 木 １学期終業式 職員打合せ × 

21 金 夏季休業 家庭訪問（1年）（7月下旬実

施予定）三者面談（2，3年）（21日～

31日）  口座振替日 

  

22 土 学校総合陸上県大会 柔道県大会   

23 日 学校総合陸上県大会 柔道県大会   

24 月 夏季休業 家庭訪問（1年）（7月下旬実

施予定）三者面談（2，3年）（21日～

31日） 学総柔道県大会・剣道県大会 

  

25 火 家庭訪問（1年）（7月下旬実施予定） 

三者面談（2，3年）（21日～31日） 

剣道県大会 

  

26 水 家庭訪問（1年）（7月下旬実施予定） 

三者面談（2，3年）（21日～31日） 
  

27 木 家庭訪問（1年）（7月下旬実施予定）   

三者面談（2，3年）（21日～31日） 

口座振替日 

  

28 金 家庭訪問（1年）（7月下旬実施予定） 

三者面談（2，3年）（21日～31日）  
  

29 土     

30 日     

31 月 家庭訪問（1年）（7月下旬実施予定） 

三者面談（2，3年）（21日～31日） 
  

大会地区予選が終わりました！ 
～先輩からよき伝統を受け継ごう～ 



6月2０日(火)から、学校総合体育大会地区予選会が深谷

市と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、各部とも精一杯練習に励み本番

に臨みました。結果を報告します。 

◎サッカー部：予選リーグ惜敗 

◎テニス部：Ａﾁｰﾑ 対 寄居中Aﾁｰﾑ 惜

敗/Ｂﾁｰﾑ 対 花園中Ｂﾁｰﾑ 惜敗  個人

戦 新堀由羅･野村雪乃ﾍﾟｱ 3回戦惜敗 

◎卓球男子：団体戦 予選リーグ第３位 

 個人戦 石川紫陽 ﾍﾞｽﾄ16 

     福島瑠太 ﾍﾞｽﾄ16 

 ダブルス 小澤拓馬･小松歩夢 ベスト8 

◎卓球女子：団体戦ベスト４ 

 個人戦 杉田夏緒 ﾍﾞｽﾄ16 

     岡本彩希 ﾍﾞｽﾄ16 

 ダブルス 峯岸冬華･杉田静穂 ﾍﾞｽﾄ16 

      嶋崎 悠･吉田優奈 ﾍﾞｽﾄ16  

◎バスケットボール男子：第3位 

◎バスケットボール女子：第3位 

◎バレーボール女子：予選リーグ惜敗 

◎剣道：男子団体戦 優勝 (祝県大会) 

    女子団体戦 ２回戦惜敗  

 個人戦 中村唯人 ﾍﾞｽﾄ16 

     小川詠史 ﾍﾞｽﾄ16 

     大八木南 第２位 (祝県大会) 

◎柔道：男子団体戦 優勝 (祝県大会) 

    女子団体戦 第2位(祝県大会) 

 個人戦 

    優勝 原京悟(祝県大会)/石岡秀星  

(祝県大会)/天川智博(祝県大

会)/小林 隼(祝県大会)/吉田

太陽(祝県大会)/小林弘実(祝

県大会) 

  第 2 位  折 笠 海 飛 ( 祝 県 大 会 )/       

長谷川実咲(祝県大会)  

   第3位 新井田由梨奈(祝県大会) 

 

◎陸上男子 

 ・2年100m 1位(郡) 新井優生 12秒4 (祝県

大会) 

 ・400m 2位 新井雄大 58秒7 (祝県大会)   

 ・800m 3位(郡) 佐藤数馬 2分16秒3 

 ・1年1500m 2位 加々美敦己 4分43秒3(祝

県大会) / 3位(郡) 小林竜貴 5分4秒5 

 ・1500m2位 嶋﨑祐斗 4分24秒3 (祝県大会) 

 ・3000m2位 圡橋駿太 9分47秒8 (祝県大会) 

 ・4×100mR 1位(郡) 黒沢陸斗･新井優生･

野川大翔･中尾昇阿･水野智也･新井雄大 

48秒5 (祝県大会)  

 ・走高跳 3位中尾昇阿 1m68 (祝県大会) 

※シードで県大会出場 黒沢陸斗 1m88 

(通信陸上県大会準優勝で全国大会出場) 

・走幅跳 1位(郡)水野智也 4m97(祝県大会) 

◎陸上女子 

 ・1年100m 2位(郡) 伴野友香 14秒6 

 ・3年100m 2位 清水萌 13秒3 (祝県大会) 

 ・1年800m 3位 神庭陽菜2分48秒1 

 ・800m2位 野地琳々星2分35秒8 (祝県大会)  

    3位(郡) 高山美穂 2分42秒4 

 ・1500m 3位(郡) 野地琳々星 5分30秒2 

 ・100mH 1位 清水 萌 15秒8 (祝県大会) 

 ・4×100mR 1位(郡) 清水萌･木本聖怜･野地琳々星･馬場

夏希･高橋ひより･伴野友香 56秒0 (祝県

大会)  

 ・走高跳1位(郡) 山本菜友 1m20 (祝県大会) 

 ・1年走幅跳 3位 高橋ひより 4m07 (祝県大

会) 

 ・走幅跳び 2位(郡) 馬場夏希 4m09 

 ・砲丸投げ 3位 藤本琴音 8m69 (祝県大会) 

       2位(郡) 吉川菜月 8m25 

 

◎水泳 

 ・100m背泳ぎ 4位 宮坂夏実 1分 9秒38   (祝県大会) 

 ・200m背泳ぎ 7位 宮坂夏実 2分22秒27  (祝県大会) 

6月８日(木)に、平成2９年度の第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、専

門的な視点から、大変貴重な御指導をいただきました。 

○定森先生から 

 現代の中学生の食生活は、塩分は控えめになってきて

いるが、コンビニ･インスタント食品の利用で糖質過

多になっており、ビタミンＤも不足がちであるタンパ

ク質やビタミンを多く摂取するようにして欲しい。 

○小西先生から 

 歯に関する保健調査を昨年度から実施しているが、歯

並びや顎関節の状態で「気になる」と答えた保護者や

生徒が多かったことから、歯に対する関心が高まって

いることがわかる。スマホの利用で、顎への影響も考

えられる。利用時間や、持ち方･姿勢に注意をして欲し

い。 

○藤倉先生から 

 生徒の医療費が無償のためか、処方薬の貸し借りが多

くなっている。問題が起きても保障されないので御注

意を。「頭がよくなる薬」としてスマートドラッグが

出回っているが、成分等を確認してから購入していた

だきたい。 

※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。 


