
校 長  丹 羽 大 恭 
 ３９日間の夏休みが終わり、２２９名の生徒の皆

さんと、元気に２学期がスタートしました。 

 私は久々に県大会、関東大会、全国大会の応援に

行くことができ、本校生徒が全国を股にかけて活躍

する姿を目の当たりにすることができました。頑張

る姿を見ていると、男衾中生徒の中から、歴史に名

を残すような人物が現れるのではないかとワクワク

します。 

 歴史に名を残すといえば、

この写真の人が誰だかわかり

ますか。そうです。発明王と

して知られる「エジソン」で

す。エジソンは小さい頃から

「なぜ？」という疑問をたく

さん抱く子供だったそうで

す。足し算の結果やアルファ

ベットの読み方にまで疑問を

もったそうで、学校の先生を

も困らせました。そして、小

学校の途中から学校には行かず、自宅で実験に明け

暮れたそうです。学校に行かなくても、人並み外れ

た発想と探究心で数々の発明をし、世の中を大きく

変えた功績は素晴らしいと思います。 

 エジソンはたくさんの成功を収めた一方で、失敗

もたくさんしたそうです。エピソードの一つを紹介

します。発電所で作られた電気を遠くまで送るには

どうしたらよいかで、ライバルと意見が分かれまし

た。これは、国全体を動かす大きなプロジェクトな

のですが、エジソンは直流（電池のように＋と－が

変化せず、常に同じ方向に電流が流れる）を主張し

ましたが、採用されたのは現在でも利用されている

交流によるものでした。 

 エジソンの理論が間違っていることは、現在の高

校で学習する程度の数学や物理の知識があればわか

ることです。もしエジソンが学校の勉強もしていた

ら、もっとたくさんの発明をしたかも知れません。 

 皆さんには学校、この男衾中学校がついていま

す。そして、たくさんのチャレンジや活躍ができる

長い２学期が始まります。 

 柏葉祭、体育祭、新人戦、合唱祭、ロードレース

大会など、皆さんが活躍できるたくさんの行事があ

ります。学校生活の中心である授業も一番充実でき

るのがこの２学期です。 

◎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

レベルアップ、パワーアップ、充実の2学期！ 

９月 
日 曜 行事予定 給食 
1 金 特別日課：１，２校時  柏葉祭（学習発表会） 

生徒会役員公募 １５２３４６ 
o 

2 土 資源回収  ジュニアオリンピック   
3 日 資源回収予備日 北辰テスト④   
4 月 １，２年実力テスト  校内研修（人権、生徒指

導） 
o 

5 火 生徒朝会（体育祭ｽﾛｰｶﾞﾝ発表） 放課後体育祭全
体練習 昼清掃 

o 

6 水 中３実力テスト① o 
7 木 放課後体育祭学年練習 昼清掃  o 
8 金 登校指導⑤ 巡回相談 放課後体育祭学年練習 

昼清掃 眼科検診（全） 
o 

9 土    
10 日 寄居町科学展（桜沢小）   
11 月 1，3，4校時体育祭学年練習  ５校時及び放課

後体育祭全体練習 昼清掃 
o 

12 火 学年朝会 放課後体育祭学年練習 昼清掃 o 
13 水 放課後体育祭学年練習  昼清掃 o 
14 木 ①～④体育祭予行 放課後体育祭全体練習 昼清掃 o 
15 金 昼清掃 体育祭準備5,6校時    大里地区発明創意

くふう展 搬入審査 
o 

16 土 体育祭 弁当持参 x 
17 日 大里地区発明創意くふう展（花園小）   
18 月 敬老の日    
19 火 全校朝会  大里地区発明創意くふう展 搬出 o 
20 水 体育祭予備日①  o 
21 木 体育祭予備日②  口座振替日 o 
22 金 振替休業日（体育祭）   
23 土 秋分の日   
24 日 男衾小運動会   
25 月 男衾小振り替え AL研修④ o 
26 火 新人兼県民総合体育大会陸上予選会 o 
27 水 新人兼県民総合体育大会陸上予選会予備日 o 
28 木 生徒会役員立候補者立会演説会、選挙 o 
29 金 選挙結果発表 o 
30 土     

 充実した２学期にするために、次の２つを心がけ

てください。 

 一つ目は、１学期よりできることを増やしたり磨

きをかけたりしてください。あいさつや返事、授業

にむかう姿勢や家庭学習、清掃の取組、部活動への

姿勢など、着実にレベルアップさせてください。 

 二つ目は、健康･安全に生活してください。健康

の源は朝ご飯です。朝ご飯を食べないと、体も頭も

働きません。調査結果によると、本校でも朝ご飯を

毎日食べてない人が１割近くいます。しっかり食べ

て元気に学校生活を送ってください。残暑が厳しい

中、体育祭の練習も始まりますから、自分の健康を

自分で管理することも忘れてはなりません。それか

ら、登下校の、交通安全にも十分心がけてください。 

 健康がすべてではありませんが、すべては健康でな

ければ始まりません。 

 皆さん一人一人の頑張りと支え合いで、素晴らしい

２学期にしてくれることを期待しています。 



１年生代表 吉田璃空さん 
 中学校生活初めての夏休みが終

わり、2学期が始まります。2学

期は一番長い学期でもあり、合唱

コンクールや体育祭などの行事が

数多くあります。そのため、僕は

この2学期で3つのことを頑張っ

ていきたいと思います。 

 一つ目は勉強です。僕は1学期

のテストでは思うような結果が出

ず、悔しい思いをしました。その

理由はきっと、毎日の家庭学習で

目標を立てて、達成できていたも

のの、やらなければいけない教科

よりも、得意な教科を優先させて

いたことだと思います。なので、

2学期では、自分の苦手な教科も

やり、全体的な点数を上げていき

たいです。 

 二つ目は運動です。僕は部活に

参加してませんが、サッカーのク

ラブチームに行っています。部活

動のように毎日練習があるわけで

はないので、皆さんとは体力的な

面で差が出てしまうと思います。

なので、時間に余裕があるときは

外に出て体を動かしていきたいと

思います。 

 三つ目は行

事 で す。2 学

期には行事が

たくさんあり

ま す。1 学 期

ではあまり皆

をまとめることができませんでし

た。なので、体育祭では皆をまと

めていきたいです。まとめること

ができれば、皆との仲を深められ

るし、優勝に近づくことができる

と思います。短い期間だけどまと

めることに慣れていけるように頑

張りたいです。 

 皆さんはもう2学期の目標を決

めましたか。目標があることでそ

れに向かって頑張ることができる

と思います。皆さんも、勉強で

も、スポーツでも目標に向かって

コツコツとやっていきましょう。 

 

２年生代表 新井優吾さん 
 僕のクラスでは１学期、特に

「授業態度評価ですべての教科で

Sをとる」という目標を立て、達

成できるようにクラス全体が協力

してきました。そのため、１学期

は一日の授業の中ですべてSをと

ることができました。しかし、そ

れを継続することができませんで

した。なので２学期は「継続」す

ることを目標に、クラス全体で協

力して生活していきます。 

 また、２学期には体育祭と合唱

コンクールがあります。体育祭で

は、リレーでより速くゴールでき

るように、バトンパスの仕方をク

ラス全員で練習します。当日は、

同じクラス全員

で練習します。

当日は、同じク

ラスの人の応援

も大きな声でク

ラスを盛り上げ

ます。合唱コン

クールでは、自分が大きな声で歌

うことを意識していくのはもちろ

ん、パート練習でもパートリー

ダーを中心に楽譜の中で注意する

ところや意識して歌うところなど

を話し合っていきます。どちらの

行事も、クラス全員で一致団結し

て臨みます。 

 部活動では新人戦があります。

新チームになって初めての大会で

す。お世話になった３年生に良い

報告ができるように、毎日の練習

を真剣に取り組んでいきます。ま

た、先輩としても部を引っ張って

いくために、１年生の技術力アッ

プに力を入れ、チームの力を伸ば

していきたいです。 

 勉強では、１学期のテストで間

違えた問題を重点的に勉強し、テ

ストの点を上げたいです。また、

家での勉強時間をもっと増やして

自主学習に力を入れ、来年のため

にも学習習慣の確立をしていきた

いです。 

 以上のことに取り組み、学年が

成長できるような２学期にしま

す。 

 ２年生はすべての行事が二度目

になります。その経験を生かし、

１年生の手本となるべく行動して

いきたいと思います。そして、後

期からは２年生が中心となって学

校を引っ張っていきます。３年生

を超えられるように、２年生みん

なで頑張ります。 

 

３年生代表 小林 隼さん 
 皆さん、夏休みいい思い出が作

れましたか？私は自分の中学生で

の目標の一つを達成することがで

きました。それは、県大会で優勝

し、関東、全国大会に出場したこ

と で す。皆 さ

ん、目 標 に 向

かって限界ま

で練習したこ

とがあります

か？今 回 初 め

てそれを経験

し ま し た。練

習終わりでは

立てなくなるのは当たり前、物を

取ろうとしただけで体中が悲鳴を

上げる日々でした。それでも今ま

で頑張ってこられたのは先生や仲

間たち、それと２つの言葉があっ

たからです。「Never say never

（できないなんて決して言う

な）」、この言葉はある国のプロ

バスケットボール選手が言った言

葉です。もう一つは「人間は限界

だと思ってから三倍頑張れる」、

これは、私のクラブチームの先生

が、満身創痍の私に投げかけてく

れた言葉です。この２つの言葉を

信じ、厳しい練習に耐えて、目標

である県大会優勝だけでなく、関

東大会準優勝、全国大会ではベス

ト１６まで上がることができまし

た。 

 皆さんは、誰にも負けないもの

を持っていますか？私だったら柔

道もそうですが、過酷な練習に耐

え、やり抜こうとする精神力だと

思います。私はこれを武器にこれ

からも戦っていきたいと思いま

す。皆さんも、誰にも負けない武

器を探してみてください。それが

学総、新人戦、受検の時に役立つ

はずです。 

 １年生の皆さん、２年生主体の

部活になりましたが、一人目標と

する人をつくってください。そし

て、目標の人を超えてやろうと努

力してみてください。 

 ２年生の皆さん、歴代の先輩た

ちが築いてきた伝統を守り、日々

の練習に励んでください。 

 ３年生、部活も一段落つきまし

たが、受検は待ってくれません。

後悔しないように、皆が第一志望

に進めるように頑張りましょう。 

 

５・６組代表 山崎竜輝さん 
 １学期に、僕は音楽部で吹くの

が難しい曲を練

習して頑張って

吹きました。７

月２３日の演奏

会では、ずっと

練習してきた成

果を出すことができました。 

 他にも学習で得意な社会の歴史

でもたくさん覚えることができま

した。体育のプールでも２５メー

トル完泳しました。たくさんのこ

とを頑張ることができました。 

 いよいよ今日から２学期です。

部活で頑張ることはもちろん、柏

葉祭で力を発揮したいと思いま

す。 

 体育祭でも体を動かすことが好

きなので、クラスのみんなと頑張

れたらいいと思います。 

 ２学期の目標は社会のテストを

※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。 

 陸上部3年生の

黒沢陸斗さんは、

6月15日に行われ

た通信陸上県大会

で 1m88cm を 跳

び、全国大会への

出場を決めまし

た。 

 また、7月23日

に行われた学総県

大会柔道個人戦で、3年生小林隼さんが

優勝、原京悟さんが準優勝しました。

二人とも8月9日の関東大会への出場権を手にし、さらに小林さんは8月25日の全国大会の出場も決めました。天川智

博さんも3位と大健闘しました。小林さんは、関東大会で準優勝、全国大会でベスト16と大活躍でした。 

 寄居町役場には、写真のような立派な懸垂幕を掲げていただきました。大変ありがとうございました。 

関東大会準々決勝背負い投げで技ありを決

めた小林選手 

快晴の熊本えがお健康スタジアムの大

舞台で跳躍する黒沢選手 


