
学校教育目標「学び 磨き 鍛える」

目指す生徒像「人間として優れ 学力体力に勝る」

目指す学校像「時を守り 場を清め 礼を正し

笑顔・感動・高き志のある元気な学校」

さすが一中生！

校 長 井 上 淳一郞

１学期の登校日も残すところ７月の７日間となりました。コロナ禍においても、

ここまで予定どおり教育活動を進めることができたのも、保護者や地域の皆様のご

理解とご協力に支えられてこそと感じています。本当にありがたく思います。また、

今月は協力会関係でお願いをさせていただく方もいらっしゃるかと思いますが、そ

の際は、何卒お力添えの程、よろしくお願い申し上げます。

さて、今月のタイトルは「さすが一中生！」ですが、これは前任の田隝校長が、

本校で教諭をされていた頃、よく使われていた言葉です。おそらく校長時代もよく

仰っていたのではないかと推測しています。

私はこの４月より一中でお世話になっていますが、この３ヵ月間、この言葉を思

い出す場面が非常に多くありました。例えば、生徒会役員の立ち居振る舞い、大会

後の正・副部長の礼儀正しい報告、「先にあいさつ」を意識している生徒の多さ、

学年行事を成功させようとする生徒の雰囲気などです。

中でも特に感心したのが、学総体地区予選での各部の様子です。具体的には、圧

勝していても相手をさげすむような様子を一切見せないこと、劣勢でも諦めたり道

具などに八つ当たりしたりするような態度を一切取らないこと、出場していなくて

も全員で応援していることなどです。これらは一見、当たり前のことと思われがち

ですが、負ければ中学校の部活動が終わってしまうギリギリの中での試合。対戦相

手へ対するマナーなどを日頃から余程意識して積み重ねてこなければ実践できない

ように思います。私も大会期間中、各部の奮闘ぶりを見ましたが、一番誇らしかっ

たのが、そうした生徒の姿でした。学生スポーツでは、武道でいう「心・技・体」

のうち特に「心」が大切です。対戦相手への敬意をもって試合に臨んでいる姿に「さ

すが一中生！」と思いました。

いよいよ１学期のまとめの時期に入ります。２学期も、多くの場面で「さすが一

中生！」という姿が見られるための準備期間としていきたいと思います。併せて一

人一人の生徒が自己を伸ばす有意義な夏休みにできるよう教職員が一丸となり支援

してまいりたいと思います。皆様方のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げま

す。
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推薦賞
【２年】青木麻琴（県展優良）小池紗百合（県展特選）

特選賞
【１年】小池柚羽 髙橋芽依 田口茉子 浅見紗希 新井梨心 井上釉爲 山中那菜

彦久保詠太 浅賀央愛 荒田芽衣 飯島心花 髙野優 髙林さくら 田嶋久瑠美
藤掛聖來

【２年】太幡そら 吉田楓葵 黒沢琉生 鈴木瑠花 冨田芽衣 永田在 逸見二葉
小亀あきな 鈴木吟舵 関根瑠花 中島直哉 山中春音 野邉結月 山中優空

【３年】柴﨑栄司 一瀬桃 大濱日和 合沢愛衣 中畦吏都 原田茉優 伊藤紗良
猪野ちひろ 大塚春璃

優良賞
【１年】笠原遥陽 松本胡花 齋藤琴音 山田真南斗 新井佑菜 大澤優生 根岸彩菜

坂本陽斗 武島史歩 布施莉音央 三友琉莉 福西志月 上野碧莉奈 上原光琴
坂本真璃 宮野前瑠維

【２年】田隝稟 宮﨑虎徹 千島恵 逸見奏音 浅見祢音 中里穂乃美 松﨑七夢
町田蒼太 黒澤詩音 小澤悠希 萩原奏音 黒沢来夢 原島優菜 小寺真綾
髙野冬莉 竹前衛

【３年】蟻ケ﨑萌花 加藤舞美 神山天寧 藤井那奈 浅見瑠那 根岸莉女 町田陽向
黒沢咲良 近藤光佑 島田碧 山崎一颯 宮谷聡 内田愛香 黒沢華恋 坂本脩真
島田都希 鬼頭彩萌 鈴木大我

毎年、更生保護女性会から図書費を寄付していただいて
います。本年度も５0,000円分の図書カードを寄贈いただ
きました。図書室には、更生保護女性会からいただいた寄
付で購入した本にはラベルが貼ってあります。生徒の皆さ
ん、手にとって見てみてください。
また、秩父臨床デジタルクリニック様からニッポ

ンフォトニュースを寄贈していただきました。廊下
に掲示してありますのでこちらもぜひ生徒の皆さん
はご覧ください。

今年度、学級増のため秩
父市教育委員のご尽力で９
組教室にエアコンを設置し
ていただきました。ありが
とうございました。今年は
異例の暑さだったため、各
教室でエアコンを計画より
早く使用し、熱中症対策をしています。

７月分の給食費の引き落としは、７月２７日(水)です。
引き落とし口座の残額のご確認をお願いします。

1 金 ３年修学旅行２日目

2 土 ３年修学旅行３日目

3 日
4 月 ３年振替休業日

5 火 学総体県代表者会議

6 水

7 木
学総体予選（陸上）　全校朝会（表彰）　

生徒委員会④

8 金
9 土
10 日
11 月
12 火 学期末短縮①　生徒代表者会議

13 水 学期末短縮②

14 木 生徒朝会（安全委員会）　　学期末短縮③

15 金 学期末短縮④　大掃除

16 土
17 日
18 月 海の日

19 火 終業式　給食なし

20 水
秩父市伝統文化に親しむ日【学校閉庁日】

ＰＴＡ地域活動部パトロール

21 木
夏季休業日（～８／２４）

３年三者面談（～７／２９）

22 金
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土 理科おもしろ実験教室（小学生対象）

31 日

７月の主な行事予定



６月１5日、18日、１９日を中心に学校総合体育大会地区予選会が行われました。
各部とも３年生を中心に一生懸命に頑張りました。以下に結果を掲載させていただきま

す。県大会に出場する生徒の皆さんは練習の成果を発揮できるように頑張ってきて下さい。

【サッカー】 【野 球】
準決勝 ＶＳ 皆 野 ７－０ 勝利 １回戦 ＶＳ 長瀞 ３－１１ 敗戦
決 勝 ＶＳ 影 森 ８－０ 勝利

第１位 県大会出場決定 【ソフトボール】
１試合目 ＶＳ 小鹿野 ７－０ 勝利

２試合目 ＶＳ 高 篠 ６－５ 勝利

第１位 県大会出場決定

【ソフトテニス男子】 【ソフトテニス女子】
団体予選リーグ 団体予選リーグ
ＶＳ尾田蒔 ３－０ 勝利 ＶＳ尾田蒔 ２－１ 勝利
ＶＳ秩父第二 ３－０ 勝利 ＶＳ小鹿野 ２－１ 勝利 １位通過
ＶＳ吉 田 ３－０ 勝利 １位通過 団体決勝トーナメント
団体決勝トーナメント １回戦 ＶＳ 荒 川 ２－０ 勝利
準決勝 ＶＳ 大 田 ２－０ 勝利 準決勝 ＶＳ 皆 野 ２－０ 勝利
決 勝 ＶＳ 小鹿野 ２－０ 勝利 決 勝 ＶＳ 横 瀬 ２－０ 勝利

第１位 県大会出場決定 第１位 県大会出場決定
個人 個人
第１位 鈴木・新井組 県大会出場決定 第１位 徳永・根岸組 県大会出場決定
第３位 浅見・田野組 県大会出場決定 第２位 猪野・髙林組 県大会出場決定

第３位 黒澤・鈴木組 県大会出場決定

【バレーボール女子】
【バレーボール男子】 １回戦 ＶＳ 荒 川 １－２ 敗戦
６月１８日（土）に児玉郡市予選会に参加

しました。 【バスケットボール女子】
ＶＳ 上 里 ０－２ 敗戦 １回戦 ＶＳ 吉 田 ６８－５２ 勝利
ＶＳ 上里北 １－２ 敗戦 準決勝 ＶＳ 横 瀬 ３９－７５ 敗戦

第３位

【バスケットボール男子】
２回戦 ＶＳ 荒 川 ８９－３８ 勝利
準決勝 ＶＳ 小鹿野 ６６－３７ 勝利
決 勝 ＶＳ 長 瀞 ６７－６０ 勝利

第１位 県大会出場決定

【卓球男子】 【卓球女子】
団体リーグ 団体リーグ
ＶＳ 秩二、高篠、荒川、影森、横瀬 ＶＳ 影森、皆野、横瀬、秩二、長瀞 勝利

皆野 勝利 ６勝０敗 ＶＳ 小鹿野 敗戦 ５勝１敗 第２位
第１位 県大会出場決定 個人トーナメント

個人トーナメント 第１位 柏木小梅 県大会出場決定
第１位 内田 侑 県大会出場決定

ダブルストーナメント

第１位 島田・黒沢組 県大会出場決定 【柔道女子】
第２位 阪本・長橋組 県大会出場決定 団体リーグ

【柔道男子】 ＶＳ 影森 敗戦 第２位
団体リーグ 個人
ＶＳ 皆野、影森 勝利 －４０ｋｇ級 第１位 松本胡花
ＶＳ 吉田、小鹿野 敗戦 ２勝２敗 県大会出場決定

第３位 県大会出場決定 －５２ｋｇ級 第２位 黒沢心
－５７ｋｇ級 第１位 久保虹直

個人 県大会出場決定
－５０ｋｇ級 第１位 清水侑汰 県大会出場決定
－６０ｋｇ級 第１位 島﨑宗真 県大会出場決定
－８１ｋｇ級 第３位 本間遵
－９０ｋｇ級 第２位 落田勇人 県大会出場決定

【剣道男子】 【剣道女子】
団体 団体リーグ
ＶＳ 皆野 敗戦 ＶＳ横瀬 敗戦 第３位
個人 個人
３回戦敗戦 第５位 加藤光浬 県大会出場決定

【相 撲】
【新体操】 団体

団体 第１位 Ａチーム
第１位 県大会出場決定 第２位 Ｂチーム

第３位 Ｃチーム
個人 個人
クラブ 第１位 児玉幸萌 軽量級 第１位 清水侑汰

第２位 新井未莉愛 第２位 金子雄成
リボン 第１位 児玉幸萌 中量級 第１位 島﨑宗真
総 合 第１位 児玉幸萌 県大会出場決定 第２位 大濵広海

第３位 堀口拳征

【水 泳】 無差別級 第１位 落田勇人

男子 第３位 宮谷聡
５０ｍ自由形 第１位 島嵜陽士 第３位 本間遵

第２位 亀田優斗 ※相撲は県大会オープン参加
第３位 蓮見優弥

２００ｍ個人メドレー 第１位 宮前青波 柔道部
４×１００ｍＲ 第１位
女子 秩父少年柔道交流大会
１００ｍ背泳ぎ 第２位 小池紗百合 中学３年男子の部 第１位 島﨑宗真

第３位 清水侑汰
中学女子の部 第２位 久保虹直

第３位 黒沢心
青木透杯
団体女子の部 第３位


