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【校訓】融 愛 善 について

｢融｣・・・伝統的な良さを融合させ、新たな伝統を創っていくことを願い 「融」

｢愛」・・・それぞれを支えてきた郷土を愛するとともに、生徒自身（人）を愛する心を育むことを願い「愛」

｢善」・・・人として、善き心を育み、善き行いを実践していくたくましい意志をもって生きることを願い「善」

校内長距離走大会
６月５日（水）には東吾妻中学校周辺コース（男子2.535km、女子2.347km）にて、校内長距離走大

会が行われました。ＰＴＡ役員、吾妻警察署員、交通指導員の皆様には、走路の安全確保や決勝審判
などのお手伝いをいただきました。また、沿道で応援いただいた保護者や地域の皆様には感謝申し上
げます。おかげさまで、生徒一人一人が全力を出し切ることのできた長距離走大会となりました。
表彰式でのＰＴＡ体育委員長さんの講評では、長距離走大会を頑張る理由は、それぞれの生徒が自

分の経験値を上げ、個人のレベルアップを図ることにあるという話をしていただきました。周囲の大
人や先生方は、それらの経験を済ませた上で現在があり、そのことの大切さを知っていて言葉では伝
えていますが、生徒にとっては実際に経験してみないと分からないことかもしれない。レベルアップ
したかどうかは、すぐには実感できなかもしれないが、必ず自分にとってプラスとなる経験で、今日
は怪我や病気で走れなかった生徒も含めて全員が、個々にレベルアップできたのではないかという内
容でした。入賞者と学級対抗の結果は以下のとおりとなります。また、長距離走大会を終えての自己
への振り返りややり遂げた充実感をまとめた生徒の感想も紹介します。

＜男子＞ ＜女子＞
１位 ２－１ 矢嶋 大梧 ８分１５秒 大会新 １位 ３－２ 茂木 悠貴 ９分 ６秒
２位 ２－２ 丸橋 世尚 ８分３９秒 ２位 １－２ 土谷 奏奈 ９分２５秒
３位 ３－２ 佐藤 翔太 ８分４５秒 ３位 ２－２ 唐澤みずき ９分３６秒
４位 ３－２ 朝比奈大成 ８分４８秒 ４位 ２－３ 齊藤和香菜 ９分４５秒
５位 ２－１ 萩原 滉大 ８分５１秒 ５位 ３－２ 小林 愛依 ９分４８秒
６位 ３－３ 中井 天葉 ８分５４秒 ６位 ２－１ 森尾 唯徠 ９分５０秒
７位 ３－２ 加藤 想磨 ８分５６秒 ７位 ２－３ 林 美羽 ９分５１秒
８位 ２－３ 飯塚 楓月 ９分００秒 ８位 ３－３ 市村 紅葉 ９分５８秒

＜学級対抗＞１位 ３－３ ２位 ３－２ ３位 ２－２ ４位 ２－３ ５位 １－２
６位 ３－１ ７位 ２－１ ８位 １－１ ９位 １－３

長距離走大会を終えて
私は、長距離走大会を完走して良かったと思います。しかし、後悔していることもあります。体

育の時間に２回試走をしましたが、１回目は走らず、２回目も途中で止めてしまいました。本番で
頑張れば良いと思っていたからです。今になって考えて見ると、その考えは嫌なことから逃げてい
ることであると思います。また、「本番頑張れば良い」という考え方は甘い考えであると思いました。
長距離走大会２日前、私は運悪く胃腸炎になってしまいました。親には無理をしなくても良いと

言われましたが、クラスのみんなに迷惑をかけたくなかったので、自分で走れるところまで頑張っ
てみようと思いました。長距離走大会の日、準備運動をして２周走ったときに、お腹あたりが痛く
なりました。走るのを止めて少し休んだら落ち着き、先生から無理をしなくても良いと言われて少
し安心しました。
女子がスタートして１周目の学校の角で、私はお腹が痛くて途中で立ち止まってしまいました。

私は止めようかなと思う気持ちもありましたが、中学校最後の長距離走でしたので、クラスのみん
なの足を引っ張るのは嫌だったので、最後まで走ろうと決めました。２周走って校庭に入ったとき
に、同じクラスの友だちが応援してくれてとても嬉しかったです。ゴールした後に、順位を見たら
良くはなかったけれど、クラスの友だちが、「お疲れ様」「頑張ったね」と言ってくれました。私は
その言葉を聞いて、最後まであきらめずに走って良かったと思いました。
次は男子が走りました。クラスの友だちに聞こえるように大きな声で応援しました。結果は、学

級対抗では優勝できませんでしたが、弱い自分に勝つことができたし、クラスの絆も深めることが
できたので良かったです。



歯と口の健康集会
６月４日（火）には、保健委員会による歯と口の健康集会が行われました。

事前に行われた歯に関するクイズの答え合わせを行い、楽しみながら歯科検診
結果から学校全体の実態を知ることや自分の歯と口への関心を高めることがで
きました。また、「学校歯科医の神邉先生が認めた健康な歯の持ち主の４名」「小
中学校９年間むし歯と歯肉炎のない生徒８人」「中学校３年間むし歯と歯肉炎の
ない生徒２２人」が紹介されて、その秘訣を教えてもらう機会にもなりました。
なお、本年度の良い歯のコンクール学校代表は、３年１組の蜂須賀輝くんと

ゴンザレスカイラさんの２名です。また、歯と口の健康に関するポスター及び
標語の学校代表は、ポスターが２年２組の福原里奈さん、標語が２年１組の飯
塚結さんの作品に決まりました。
◎よい歯と口のコンクール学校代表 ：３－１ 蜂須賀 輝

３－１ ゴンザレスカイラ
◎歯と口の健康に関するポスター学校代表：２－２ 福原 里奈
◎歯と口の健康に関する標語学校代表 ：２－１ 飯塚 結

「歯の健康 そこから始まる 体の健康」
○学校歯科医神邉先生が認めたよい歯の生徒
３－１ 蜂須賀 輝 ゴンザレスカイラ
３－２ 中井 寿ノ ３－３ 角田 湧星

○小中９年間むし歯を歯肉炎のない生徒
３－１ 飯塚 隼 霞 果乃 立石 成美
３－２ 加藤 想磨 下前 翔暉 中井 寿ノ 茂木菜々美
３－３ 阿部 瑞紀

○中学校３年間むし歯を歯肉炎のない生徒
３－１ 飯塚 唯斗 荻原 慎梧 小野翔大朗 田村 俊輔

小林 杏瑠 ゴンザレスカイラ 堀込美紗輝
３－２ 髙橋 徹 松本 隼汰 山口 大成 阿部 捺生

飯塚 彩桜 霞 真汐 小池 彩音
３－３ 小川 巧 髙橋凜之介 西山 諒 荻原 志保

剣持 心粋 篠原 栞南 田中 琴野 富澤美彩音

６月の予定
１８（火）内科検診２年 集金日① ２６（水）期末テスト
１９（水）薬物乱用防止教室 集金日② ２７（木）期末テスト １年心臓検診13:30

部活動休止日 ２８（金）食事調査説明３年
２０（木）学校評議員会① ２９（土）通信陸上大会
２１（金）内科検診３年 いじめ防止フォーラム ３０（日）通信陸上大会

７月の予定
１（月）ＰＴＡ運営委員会② １７（水）部活動休止日
３（水）部活動休止日 １８（木）食事調査説明１年
５（金）郡総体吹奏楽壮行会 １９（金）一学期終業式 少年の主張校内大会
６（土）郡総合体育大会 野球 ソフト ※７／２０（土）～８／２５（日）夏季休業日

バレー バスケ テニス個 卓球 ２０（土）郡総体陸上
７（日）郡総合体育大会 野球 テニス団 ２１（日）郡総体陸上予備日

卓球 ソフト予 ２５（木）全校登校日 県総体壮行会
９（火）食事調査説明２年 集金日① ２６（金）県総体総合開会式

１０（水）部活動休止日 ２８（日）県総合体育大会 野球 ソフト バスケ
１１（木）学校保健委員会① 集金日② 卓球 バレー テニス団 陸上
１３（土）郡総合体育大会 バレー ２９（月）県総合体育大会 野球 ソフト バスケ

野球予 テニス予 卓球 バレー テニス個 陸上
１４（日）郡総合体育大会 野球予 テニス予 ３０（火）県総合体育大会 野球 ソフト 卓球
１５（月）海の日 テニス予
１６（火）食事調査説明１年 ３１（水）県総合体育大会 野球 バスケ ソフト予

※東吾妻中学校のホームページもご覧下さい。生徒の活躍する様子を掲載しています。

http://www.hi-agatsuma-jhs.jp/


