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学校教育目標 自ら進んで学習する 心豊かな たくましい生徒の育成

２学期のスタートです
長かった夏休みもあっという間に終わり，２学期がスタートしました。みなさんにとっ
て，どんな夏休みになったでしょうか。ふだん時間がなくて，できなかったことなどにも
挑戦できたでしょうか。家族と過ごす時間もいつもより増え，よい経験や思い出もできた
のではないでしょうか。一人一人過ごし方は違っていても，充実した時間が過ごせたので
はないかと，登校してきたときの表情からもうかがえました。
２学期には生徒一人一人がみんなと力を合わせて作り上げる運動会や淡海祭，合唱コン
クールといった学校行事があります。また１１月にはみなさんの学習のがんばりを市内の
他の先生に見ていただく「研究発表会」もあります。一日も早く生活のリズムを学校生活
に戻すために，自分でも意識して規則正しい生活を送りましょう。９月９日(土)には，運
動会が行われます。体調を整え，精一杯の競技ができるように練習に取り組んでください。

今までの生活を振り返って，わたしが二学期にがんばりたい
ことが二つあります。一つ目は毎日の授業を大切に受け，授業
で分からなかったことをその日のうちに解決したいです。また，
苦手教科がなくなるようにし，自分の目標点数に近づけるよう
にがんばりたいです。二つ目は部活動です。わたしは美術部に
所属していますが，先輩が引退して部活動をやっていけるか不
安になります。今度は自分が先輩として一年生を助け，ともに
楽しく活動して明るい美術部にしていこうと思います。学校行
事にも力一杯取り組み，楽しい思い出をたくさん作って充実し
２年
た二学期にしていきたいと思います。

玲菜さん

霜村

龍騎さん

僕は野球部に所属していましたが，八月十四日で最後の試合
が終わり，やりきった気持ちで引退を迎えました。これからの
残り少ない中学校生活を有意義に過ごせるよう，三つの目標を
立てました。今まで以上に受験勉強にしっかりと取り組むこと，
運動会や淡海祭に積極的に参加し，よい思い出をたくさん作る
こと，体力の維持と向上を心がけることです。
僕たち三年生にとっては，勝負の２学期です。学年が心を一
つにし，常に前を向いて進んでいけるようがんばります。
３年

９月からの主な行事予定

始業式の校長先生の話から
２学期の始業式では，４２日間の夏休み中に大きな事故も
なく過ごせたことがよかったという話から始まり，県大会や
その他の大会での生徒達のがんばりをたたえました。「試合
は勝負なので勝ち負けは仕方ないが，これから続く長い人生
に『負けから学ぶ』ことを生かしてほしい」と励ましました。
また２９日早朝の北朝鮮によるミサイル発射にともない，緊急速報「Ｊアラート」が東
日本に響きわたり，緊張が走りました。９月１日は「防災の日」でもあることから，鬼怒
川の水害の件も例に挙げ「自分の命は自分で守る」ことや「登下校中に何か緊急のことが
起きた場合には，子供を守る家や近くの建物に避難する」ことを確認しました。
最後に”叶”という文字を取り上げて，「プラス(+)になることを口にする」ことや「マ
イナス面を見るより，よいところを見つけて団結することでいいことが起きやすくなる」
といった効果を挙げ，運動会や部活動，淡海祭や合唱などで団結して２学期もがんばって
ほしいとエールを送りました。

９月

各学年の代表の抱負から
僕の二学期は，団結力を高めることを課題にしたいと思いま
す。まずクラスの団結力です。二学期は運動会や淡海祭などの
行事があり，クラスのまとまりが必要になります。目標に向か
って練習を重ね，クラス全員の心を一つに全力をつくしたいで
す。次に部活動の団結力です。新チームで迎える新人戦では，
僕たち一，二年生の力はもちろん先輩から学んだことや受け継
いだことの全てを発揮できるようにしたいです。しかしこれら
のことはその時だけやろうと思っても簡単にできることではあ
りません。毎日の学校生活や部活動から仲間と協力し，本番で
みんなの力を十分に出せるようお互いを高め合っていけたらい
いなと思います。

松﨑

２学期始業式 運動会合同会議 19:00
運動会(予行)
運動会 ※花火 6:00 ○生徒登校 7:30
☆今年度より花火合図以降，保護者の応援席の場所取りとなります。
ご理解とご協力をお願いします。
１１日(月) 振替休業日 口座引き落とし日
１４日(木) 県西新人陸上 ３年実力テスト(第５回)
１５日(金) 県西新人水泳 壮行会⑥ 第３回 PTA 本部役員会
２３日(土) 市内新人
２５日(月) 衣替え期間 避難訓練⑤ ⑥は⑤の授業
２７日(水) 防災教室(２年) 14:00
２９日(金) 資源回収合同会議
３０日(土) 小学校運動会
１日(金)
７日(木)
９日(土)

10月６，７日(金,土) 県西新人
１０日(火) 中間テスト
１６日(火) ３年実力テスト(第６回)
２１日(土) 淡海祭
２３日(月) 振替休業日
２８日(土) PTA 資源回収日
11月
１年

根本

響己さん

２日(木)
７日(火)
１７日(金)
１９日(日)
２１日(火)
２９日(水)

２年筑波山登山
県学力診断ﾃｽﾄ(３年)
研究発表会
砂沼マラソン
期末テスト①
期末テスト②

～ 夏休み中にも，東部中生は活躍しました
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夏休みに行われたその他の大会
夏休み中の部活動は，暑い中練習を一生懸命がんばりました。各部とも新人大会に向け，
練習試合や各種の大会に参加しました。その中で，野球部，卓球部が下記のような好成績
を収めることができましたので紹介します。
竹来中
潮来中
霞ヶ浦中

部活動
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古澤 育巳 さん 標準記録を突破し全国大会出場
☆関東大会では予選で組６位，全国大会では予選８
組で１位となり自己ベストを更新し，準決勝に進
出しました。（１分 58 秒 39，全国でベスト２４）
神郡 元希さん
４回戦惜敗
敗者復活戦 惜敗
森 梨穏さん・海老澤菜々美さんペア ３回戦惜敗
佐口 蘭夢さん・吉田向日葵さんペア １回戦惜敗
赤池 真歩さん・吉田 愛莉さんペア １回戦惜敗
横瀬
環さん 18位
50m自由形 18位
猪野木暁人さん 11位 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ７位
神長 慶太 さん １回戦惜敗
永瀬 皓基 さん ２回戦惜敗
飯村 大智さん・鈴木 義晴さんペア ２回戦惜敗
渡邉 涼さん・青木 美優さんペア １回戦惜敗
塙
聖 さん １回戦惜敗

夏季休業中の主な活動
○学習相談 ７／２４（木），２６（水），２７（木），３１（月）
・下妻一高「ヤングティーチャーズ」として２名の卒業生が来校し，英語と数学の学習
相談で分からないところの解説など，懇切丁寧な個別指導をしていただきました。
７／２０（木）高道祖幼稚園
７／２１（金）豊加美幼稚園・騰波ノ江幼稚園
７／２８（金）大宝幼稚園
・３年生女子６名が園児たちと一緒に遊んだり，食事をしたりしながら面倒をみるボラ
ンティアに参加しました。
○２年「小学校スタディサポーター」
７／２１（金）～２８（金）の５日間
・２年生が出身小学校へ訪問し，小学生に対して勉強を教えたりしました。
○吹奏楽部 県吹奏楽コンクール県西大会 優秀賞
○吹奏楽部「豊加美地区サマーフェスティバル」での演奏 ８／６（日）
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県選抜大会
第２３回つくば市近隣中学校野球大会
決勝で石下西中に０－１で惜敗
第 64 回下妻地区青少年防犯柔剣道大会
剣道団体戦 中学男子の部 第３位
個人戦 中学男子の部 倉金遼平さん
第 64 回下妻地区青少年防犯柔剣道大会
柔道個人戦 中学女子の部 塙 聖さん

第２位

第２位

第３位

女

県西オープンバドミントン大会 女子団体 優勝
〃 ダブルスの部 清水花音さん･山重千夏さん組 優勝
鈴木未来さん･大武未來さん組 第２位
〃 シングルスの部 青木美優さん 第３位

男

平 成 29 年 度全日本卓 球選手権大会茨 城県大会県西地区予選
会 14 才以下男子シングルスの部 神郡元希さん 優勝
〃 ダブルスの部 神郡元希さん・枝諒成さんペア 第３位
※ 9 月 24 日(日)から下館総合体育館で行われる県大会に出場

学びの広場(一高生，個別相談)

全国大会陸上（熊本）

○３年「幼稚園お泊まり会」ボランティア

☆夏休み中には学びの広場，学習室での自主的な学習，宿題，学級旗の作成，毎日の部活
動の練習，各種大会への参加，１年生の職場見学，２年生の職場体験など，がんばって
いる姿がたくさん見られました。一つ一つのことをやり遂げる姿に，たくましさを感じ
ました。

第６６回県西地区中学校陸上競技大会
８月１４日（日）に古河市中央運動公園陸上競技場において，毎年恒例の県西陸上競技
大会が開催されました。本校からは，早朝練習を続けてきた６名が参加しました。その中
で，３年の市村涼馬さんが「砲丸投げ」で６位に入賞しました。参加した選手のみなさん。
朝の早い時間，暑い中での練習，お疲れ様でした。

夏休み中の東部中生の活躍(上段:豊加美ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ,県西陸上,県選抜,市防犯柔剣道,
下 段 :点字 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ,あ わ ら市 と の 交流 ,つ くば 市 近隣 大会 )

