
台中生は凄い！
絶対にあきらめない!挑戦し続ける心･･･

すべての台中生が持っている
一人一人の無限の可能性を実感した「2022の夏」でした

あなたたちのがんばりを観ていたら、
泣けてきた･･･ 本当にありがとう･･･

■女子体操競技 ▲宮城県利府町･ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ(8/16･17)

□第53回全国中学校体操競技選手権大会
女子個人総合／第13位

隈川 実里 選手 （3年）
■柔道部 ▲千葉県･船橋市総合体育館(8/9･10)

□第47回関東中学校柔道大会
団体戦／１回戦：VS東海大相模付属中 惜敗
葛西太楼③ 葛西颯次朗② 田中兼大②
佐藤優気③ 吉本大輝②
茶谷太河② 手塚柊斗②
個人戦（-55kg）／ベスト８（３回戦進出）

葛西 太楼 選手 （3年）
■卓球女子（個人） ▲千葉県千葉市･千葉ポートアリーナ(8/9)

□第50回関東中学校卓球大会

神保 琴美 選手（3年）／1回戦惜敗

池田 明日香 選手（2年）／1回戦惜敗
■女子体操競技（個人） ▲埼玉県･彩の国くまがやドーム(8/4･6)

□第53回関東中学校体操競技大会
女子個人総合／第３位（含む団体:９位）

隈川 実里 選手 （3年）

■令和４年度学校総合体育大会埼玉県大会
□柔道部 ／上尾市・埼玉県立武道場(7/24･26)

団体戦／第３位（関東大会出場）
個人戦／葛西 太楼 選手 ／第３位

葛西 颯次朗 選手／第３位
吉本 大輝 選手 ／ベスト８進出

□女子バレーボール部／本庄市･カミケンシルクドーム(7/23)

○1回戦快勝 2対0 さいたま市立与野南中
●2回戦惜敗 0対2 大妻嵐山中

□男子卓球部 ／所沢市民体育館(7/22･25)

団体戦／1回戦惜敗 蓮田市立蓮田中

□女子ソフトテニス部 ／彩の国くまがやドーム(7/26)

●1回戦:惜敗 0対3 坂戸市立桜中

□陸上競技部 ／熊谷スポーツ文化公園陸上競技場(7/23･24)

○女子砲丸投／第４位（10m84）
宮奈 凜 選手 （３年）

○女子走幅跳／第４位（5m22）
花谷 なな実 選手 （３年）

□女子卓球(個人) ／所沢市民体育館(7/25)

神保 琴美 選手 ／第５位(関東大会出場)

池田 明日香 選手／第12位(関東大会出場)
▲県大会個人戦については、関東出場若しくはベスト8以上のみ掲載
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100名以上もエントリーする中
での13位！素晴らしいです！

柔道名門校
との戦いで
したが、力
を出しきり
ました！

関東８
は誇れ
る結果
です！

２人とも
関東出場
の目標は
達成でき
ました。

全国につながる
安定した演技で
した･･･(^^)/

悲願・県賞状

-55kgの関東代
表戦は兄弟対決
を兄が意地で制
しました！

バレーだけでな
く様々な事に打
ち勝った大きな
1勝です！

笑顔で挑戦！

緊張･･･(>_<)

県大会17人の選手が出場
できました！

関東へは３位か
ら出場でした！

(T_T)

関東！
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数字は学年です
来年も期待･･･

第８号
令和４年８月２５日
生徒数５５０名
文責／堀川博基

-55kg

-90kg

◆２学期からの感染拡大防止対応について（詳細については学校まで）◆
感染状況の高止まりが続いています。感染の拡大については予断を許さない状況であります。

しかしながら、社会的な機能を取り戻していこうという機運も加速化しています。教育について
もそのような状況となっています。学校としても関係機関等と連携を図りつつ、生徒の成長にし
っかりと機能する教育活動を進めてまいります。

■学校における感染防止の基本対応は変わりません（基本的なマスク着用、検温、換気、消毒、
手荒い･うがい、密集の回避、リモートの活用、給食時の黙食等は継続的に実施します）。

▲検温カード等は忘れないでください。
■状況によりマスクの脱着を考えた学校生活

▲授業（保体／マスクの活用、音楽／マスクをしたままでの歌唱、家庭／合唱コン終了後から
の調理実習、特別教室の入退室時及び道具の消毒等）

▲登下校における状況に応じたマスクの着用（人としゃべるときに着用）

▲８月中の体育着登校の許可（マスク等息苦しい状況での暑さ対策）
■現状を維持しつつ回りを配慮した部活動の実施

▲日数／原則、平日４日・土日１日の実施（試合は除く。土日活動の場合は平日２日の休み）

▲時間／平日:２時間程度・休日：３時間程度（昼食をまたがない。試合等についてはこの限り
ではない） ▲朝練習は7:20から開始可

■行事等については原則実施の方向で進めます。しかしながら学級･学年閉鎖等があった場合は中
止等の検討も進めます。

■感染について継続して市報告を上げなくてはなりません。生徒が陽性者若しくは濃厚接触者と
なった場合には必ず学校への報告をお願いします。
□現状での自粛期間

▲陽性／保健所の指示（現状では陽性確定日等を０日として10日程度？あくまでも保健所による）

▲濃厚接触／陽性者との最終接触日を０日とし５日間。その間の検査が陰性であれば３日間
■家族内での体調不良者等があった場合についても、今までどおり登校の自粛となります。

多くの制限がなくなってきたとは言え、３年前の状況に戻るのは難しい状況です。３年生の横
浜校外学習、合唱コン、新人戦等行事の実施等を考えると他者への配慮というのが大きなポイン
トとなるのは間違いありません。１学期も登校後の検温で38℃を確認したり、登校後10分で体
調不良を訴えたり、家族で検査者があるのに登校したりと、すぐに早退させなければならない事
例が目立ちました。今一度家庭における健康観察を徹底していただき、学校の正常な教育活動実
施にご協力をお願いします。

体育館空調工事のお知らせ／前号でもお知らせしたように、この9月から体育館の空調工事となり
ます。快適な教育環境の整備のため、市内各校に先駆けて本校からの着工となります。今後に期
待の膨らむインフラ整備ですが、約２ヶ月間（9月下旬より11月末）にわたる工事となります。
その間、体育館は使用できなくなりますので、体育、部活、合唱練習等、生徒、保護者のみなさ
んには不便をおかけます。ご理解いただき様々な対応にご協力をお願いします。

成長期の生徒にとって１ヶ月という月日は、その伸長に力強い拍車がかかる時でもある。「2022の夏」･･･振り返ると、台中生一人一
人の著しい成長が実感できるひと月でもあった。体も心も･･･
■夏休みの生活の中心となり得る部活動。もちろん塾やお稽古事、クラブチーム等の参加もこの成長期を充実させるひとつの手立て

だ。台中生のこの活躍が本当に素晴らしかった。例年好結果を残してくれる台中生であるが、今年度は突出した成果を叩きだしてくれ
た。「台中生は本当に凄い！」と思う。何が生徒たちをここまで奮い立たせるのか。□試合での開き直りのような自信とあきらめのわ
るさ！□練習へのひたむきさと根気強さ！□自分が賭けているものへの集中･･･結局のところ「部活が大好き！」なのだ。部活だけでは
ない。自分の生きがいである取組やクラブチーム等についても心から好きなのだ。だからあんなにも「無理」が利くのだろう！部活や
好きなことに集中しできる台中生は、教室より大人びてたくましく見える。自らの主体性が醸し出す成長なのだろう。ここで培った意
欲、忍耐、集中、継続等を発揮する２学期としてほしい。■勝ち負けがすべてではない。上位大会に進出できなかった運動部も、猛暑
の中、秋の自分を想像してグランドやコートに立っていた。その「闘志」は太陽よりも熱かった。■無念･･･必死の思いで県大会出場を
果たした男子バレーボール部、大会前に体調不良者が半数以上に出てしまい、出場辞退という結果となった。部員の気持ちを考えると･
･･特に３年生にとっては中学校生活最初で最後の県大会であった。顧問から辞退を聞いた部員の顔は、悔しさに歪んでいた。しかしな
がらその状況を正面から受け止め自分たちなりに落としどころを見つけてくれた。愚痴らず、腐らず、誰のせいにもしない男バレの選
手は、まさしく大きな成長を遂げた。■文化部もがんばっていた。汗まみれになって楽器を奏でつづける吹奏楽部、もはや運動部より
ハードだ。8/3西部地区吹奏楽発表会、３年生の最後の公式演奏となったが、所沢のミューズで３年間の思いを表現してくれた。「金」
と「同」じ「銅」賞だった。美術部は例年の富士見市美術展覧会への作品を丁寧に制作していた。その作品ひとつひとつには気持ちが
溢れていた。科学部だって家庭科部だって「夏」から大きなものを学んだに違いない。お盆休みの朝、学校の植物に散水をしてくれた
いる生徒がいた。あれはいったいどこの部活の部員なのだろう･･･？■自分の夢や思いを遂げるため生き生きと努力している生徒もたく
さんいた。サッカー、ダンス、自転車、ミュージカル、クラッシックバレー等、自分を輝かせるために汗と涙を流していた。何もスポ
ーツや芸術だけではない。真の成長は何でもない日常を有意義にすることにある。塾や夏期講習等･･･必死に食らいついた君、いったい
何時間、机に向かったのだろう･･･。英語スピーチコンテストにエントリーしたあなた、かっこいいよ。合唱の指揮や伴奏を託された
君、みんなのためにありがとう。･･･大変だったかもしれないが、そのために費やした時間は絶対にあなたを裏切らないはずだ。■全台
中生がこの「夏」に成長を遂げたはずだ。この成長を将来につなげられる努力を今後も継続してほしい。
さて、私も君たちのがんばりにより、いまだかつてない「夏」を過ごさせてもらった。一生懸命チャレンジしているあなたたちを観

ていると、勝手に目頭が熱くなる･･･歳のせいだろうか？ 「2022の夏」、部活動等でのあなたたちに帯同できたのは１１日間、移動距
離は優に2000Kmを超えた。一生忘れられない「夏」をありがとう。 富士見台中学校 堀川 博基

やっぱり、「夏」は子供を成長させる･･･たった「ひと夏」で台中生は大きな一歩踏み出せた･･･

2022合唱コンクール
開催決定

台中２大行事
である令和４年度

合 唱コンクールを計画
通りに実施する予定です。現状
においては全学年保護者参観可
能（各家庭１名／双子生徒につ
いても１名／学年入替制）で計
画を進めています。各学年の発
達段階に応じた歌声を鑑賞して
いただければと思います。

各学級合唱曲
年 組 合唱曲

１ 結
２ 空は今

１ ３ 涙をこえて
４ 大切なもの
５ あなたに
１ 君の隣にいたいから
２ 輝くために

２ ３ 正解
４ COSMOS
５ ヒカリ
１ あなたへ
２ 信じる

３ ３ 青い鳥
４ 初心のうた
５ 言葉にすれば

よつば ギフト
現在、キラリ☆ふじみの制限が緩

和され100%の入場が可能となって
いますので、在校生徒についても同
時に会場に入り、全学年全学級の合
唱曲鑑賞を予定しています。

■『とのやまSpirits7号』でお知らせし
た通り、この秋から体育館の空調工事
のため、使用できなくなります。合唱練
習（リハーサル）等にもご迷惑をおかけ
するかもしれませんがご理解とご協力
をよろしくお願いいたします。
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5

Wed.
現状では実施します

いよいよ２学期です｡ 当初の予定等の再確認をお願いします
□9/2まで体育着登校を延長します。ただし身だしなみには十分気をつけてください。（お腹
を見せている人、上着をズボンにインせず、バタバタとだらしない生徒が目立ちます）

□8/26･金は下校訓練です。生徒は非常時の通学路を確認しつつの集団下校になります。
（部活動はありません）

□8/29･月から平常授業、給食開始です。２学期も気合いを入れてがんばりましょう。
□9/1･木、２年生で『働くことを考える会』を計画しています。働くことや職業についてお話し
していただく講師が足りていません。ご協力いただける保護者等があれば学校までご連
絡をお願いいたします。m(_ _)m

□３年生、9/5･月に東部班統一学力検査が実施されます。進路の参考になる検査です。
□３年生、9/8･木『横浜体験学習』計画されています。無事の実施を願います･･･。




