
 

 

 

 

 

 

 

 

 

『声だせ 汗出せ 力出せ 最高の笑顔と感動を』 

校 長  結 城 尊 弘 

 台風１８号による影響で午後には雨が降るかもしれない・・・という

中で、急遽プログラム変更をして臨んだ第４３回体育祭。『宣誓 私た

ち美原中生徒は、足が合わず、声も揃わず、大縄は容赦なく絡み合い、

体をぶつけ合って、初めて仲間を意識しました。今日はこの大空に私た

ちの声が届くまで応援し、最後まであきらめずこの体育祭を成功させる

ことを誓います。松井 誠英 体育祭実行委員長』みんなの思いを代表

して力強い選手宣誓が行われました。この体育祭に懸ける熱い思いが集

約され、どの団もクラスも全力を尽くし仲間を必死で応援しました。 

  多くの来賓、保護者の皆様にご来場いただいた中で盛大に開催するこ

とができました。来賓の方からは「生徒の皆さんの真剣に競技に向かう姿が印象的でした。」「中学生になる

とこんなに迫力があるんですね。驚きました。」「こんなに多くの保護者の方が応援に来られて素晴らしいで

すね。観戦マナーもとてもいいですね。」などお褒めの言葉をいただきました。 

本校の体育祭の特徴は「縦割り（異学年混合対抗）」「団体競技が多いこと（団・クラスの協力重視）」

「生徒が主役（生徒の声で動く学校）」です。何より『日々の体育の授業の延長線上にある』ことです。挨

拶や返事、集団行動は授業で指導しています。学校の教育活動の根幹は『日々の授業と学年学級経営』で

す。それを体育祭、美原祭、３年生を送る会という学校行事を通して生徒の成長を存分に発揮させます。 

美原中学校は、知・徳・体を鍛えていく学校にしていきたいと考えています。勉強、学校行事、部活動を

徹底的にやり抜いていく。そのために教師は頭も心も体も鍛えていく。目指すべきは達成感や成功体験を味

わわせることです。しかし、挫折や失敗も成長過程には大きな価値を持ちます。そんな時こそ、みんなで助

け合い、励まし合う。何があっても負けない、心が折れない、たくましく生き抜く力を育てたいと考えてい

ます。その相乗効果で、『タフで、心の優しい、正義感のある人間を育てる』ことを目指します。その原点

は何か、教師と生徒が一丸となって、実行し、成果を上げていくことに力を注いでいきたいと思います。 

  ～ 教育の原点は、共育（共に育つ）であり、今日行く（今日から始める）である ～ 

 
 

 ９月２１日（木）の生徒朝会で部活動の壮行会が行われ、各部活動部長がスローガンを

発表。新人戦では２年生を中心にさわやかで感動の試合の連続。保護者の応援に感謝。 

所沢市立美原中学校 

所沢市並木5-2  TEL04-2995-5111 

平成２９年度  第８号 

１０月１０日 （火） 
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学校教育目標 

進んで学ぶ生徒 

心豊かな生徒 

たくましい生徒 

部活動新部長 生徒朝会でスローガンを発表 

体育祭記録更新 （体育祭プログラムの訂正とお詫び）  
 今回の体育祭で、体育祭記録が更新されました。 

  男子800mR ３年 1’45”12 ３組（松井、原、鈴木、山上） 

また、今回配付された体育祭プログラムに訂正がありました。 

 美原中体育祭記録 

男子800mR ３年 1’46”69 ５組（木村、増田、白濱、伊藤）平成２７年度 

女子400mR ３年  59”39 １組（栁川、柿元、鈴木、須藤）平成２７年度 



美原中生の活躍 最後まであきらめない心が光った！ 
新人体育大会兼県民総合体育大会県大会 
 水泳 女子２００ｍ個人メドレー 第６位 渡邉 さん ２分３３秒９３ 
        女子２００ｍバタフライ  第８位 石井 さん ２分３５秒８２ 
新人体育大会兼県民総合体育大会市予選会 
 陸上競技 先輩の偉業を受け継ぎ、自己ベストへの挑戦。誇りを胸に闘う。 
      男子２年１００ｍ  第１位 安藤 くん 11”66（県大会） 
                          第３位 西成 くん 12”22（県大会） 
   男子２００ｍ    第１位 安藤 くん 24”60（県大会） 
      男子４００ｍ    第２位 西成 くん 58”11（県大会） 
      男子１５００ｍ   第２位 渡辺 くん  4’37”30（県大会） 
   男子３０００ｍ   第２位 渡辺 くん 10’09”51（県大会） 

男子走幅跳び    第２位 青山 くん   5m40（県大会） 
男子砲丸投げ    第１位 中島 くん  9m00（県大会） 
男子4×100m ﾘﾚ  ー   第２位 安藤 宮里 西成 青山 49”31 
男子四種競技    第２位 大平 くん   1219点 
女子２００ｍ    第３位 花岡 さん    28”98 
男子総合      第２位 ５８点 

 ソフトテニス男子 常勝美原男子テニス部にふさわしい気迫あふれる戦い。 
   団体戦   第１位（県大会） 
   個人戦   第３位 北田 ・塀内 （県大会） 
 ソフトテニス女子 試合を重ね、たくましく成長する姿が印象的でした。 
   団体戦   第２位（地区代表決定戦惜敗３チームが１勝１敗大健闘） 
   個人戦   第３位 長内・大久保（県大会） 
 卓球女子 大逆転での県大会出場。自分の攻撃的な卓球を貫き通して勝利。 
   団体戦   第２位（県大会） 
   シングルス 第１位 吉川 さん（県大会） 
 剣道男子 どんなに劣勢でも励ましの声をかけ合い、見事県大会連続出場。 
   団体戦   第２位（県大会） 
   個人戦   第１位 室岡 くん（県大会） 
         第３位 渡辺 くん（県大会） 
 剣道女子 宿敵所沢中に惜敗。悔しさをバネに個人戦３人が県大会出場。 
   団体戦   第３位 
   個人戦   第２位 武富 さん（県大会） 

 第３位 湯浅 さん（県大会） 
 ベスト８ 新井 さん（県大会） 

 サッカー    第２位（地区代表決定戦を制し県大会出場歴史が始まる） 
 ソフトボール  第３位 最後の一瞬まで緊迫した好試合。Never give up 
 柔道 男子 50kg級 第３位 池田 くん 格闘技の熱い戦いが見られた。 
平成２９年度全国読書感想文コンクール所沢市予選会 心を豊かに 
    入選  岩尾 くん 「風が強く吹いている」を読んで 
   入選  太田 くん 「どこかでベートーベン」を読んで 
所沢市内発明創意工夫展 生活をより便利に、そして、生活を豊かに 

優秀賞  吉田 くん もう手で持たないよ傘（入間地区展・県展） 
上竹 くん ゲッタ（入間地区展） 
矢部 くん １冊でも本が倒れない本棚（入間地区展） 
吉川 さん 色つけ☆しみ抜きボトル（入間地区展） 

優良賞  足立 さん 折りたたみ式新聞ばさみ 
大平 くん ペットボトルラクラクつげるくん 
清水 くん iphone コード巻きまき 
髙橋 くん 自動水やり 
森谷 さん なんでもハンガー 
泉谷 くん ハンガーかけ 

所沢市小中学校科学教育振興展覧会 正にこれから必要とされる力 
小野沢くん 小野沢さん 「電池不用 鉱石ラジオ」（地区展） 

上竹 くん 「ミジンコの研究」（地区展） 

荒畑 さん 「山の湧水調査」 
溝端 さん 「イオンの動き」 
清水 くん 「ゴムの伸縮性と温冷の度合の関係性」 
高橋 さん 「アリの好きな「あまいもの」とは？」 
横内 くん 「DNA抽出実験～DNAの模型も編んでみよう～」 

所沢市中学校英語弁論大会 内容表現共に素晴らしいスピーチでした。 
  ６位 内田さん     佐々木さん 

１０月の主な行事予定 

１ 日  

２ 月  

３ 火 
市内予選予備日① 
美原祭放課後練習開始 
３年進路学習会（６校時） 

４ 水 
市内予選予備日② 
交流給食(2-2)専門委員会 

５ 木 
学校朝会 木１２５６ 
生徒会役員選挙 

６ 金 振替休業日（体育祭分） 

７ 土 
新人兼県民大会地区代表決定戦 
（サッカー、ソフトテニス女子、柔道）
定期テスト５日前部活動停止期間 

８ 日  

９ 月 体育の日 

10 火 月１２３４５ 

11 水 
生徒朝会 金123456 
交流給食(2-1) 

12 木 定期テスト２① 

13 金 
小中合同あいさつ運動 
定期テスト２② 
交通安全教室 

14 土  

15 日  

16 月  

17 火 市駅伝大会 

18 水 交流給食（２－３） 

19 木 
生徒朝会 
市駅伝大会予備日 

20 金 安全点検日 

21 土  

22 日  

23 月 １２３５４の授業順 

24 火 ３年ステップアップ調査③ 

25 水 
交流給食(７組) 
後期専門委員会 

26 木 学校朝会 学校公開週間 

27 金  

28 土 土曜参観日 PTAバザー 

29 日  

30 月 
振替休業日（土曜参観分） 
新人兼県民大会県大会（卓球女子） 

31 火 新人兼県民大会県大会（卓球女子） 

★ご案内★ 

〇所沢市には経済的に困難な家庭への就学
援助制度があります。詳細は市役所あるい
は本校ホームペ―ジをご覧ください。 

〇ホームページのパスワード 
本校のホームページ上の学校歳時記はパス
ワードが必要です。パスワードは配布され
た「校報 美原」をご覧ください。 


