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２学期の充実に向けて
校長

鈴木

修平

例年よりも遅い７月の後半が梅雨明けの夏休みでしたが、梅雨が明けると連日の猛暑で、７月の
涼しさが嘘のような毎日となる本当に暑い毎日でした。それでも、８月もお盆
を過ぎると夕立の日もあり、熱帯夜からは解放され朝晩は過ごしやすくなって
きており、秋の気配も感じられます。４４日間の夏休みが終了しました。生徒
のみなさんはこの夏休みを有意義にそして、元気に過ごせたでしょうか。それ
ぞれに様々な体験ができたのではないかと思います。夏休み中の体験を通して、
これからの生活に活かすことや、やりたいことが見えてきた人もいるかも知れ
ません。
また、夏休み中には、多くの部活動が県大会や関東大会等に出場するなど、豊野中生は素晴らし
い活躍を見せてくれました。私も、夏休み中はいろいろな大会やコンクール等の応援に行かせても
らいました。どの会場に行っても、本当に一生懸命にそして真剣に競技や演奏・演技に取り組む生
徒の姿があり、その素晴らしさからたくさんの感動をいただきました。本当にありがとうございま
した。多くの部活動では、３年生から１・２年生に世代交代し、新人戦に向けて新たなスタートが
切られています。学校でも連日の猛暑の中ですが、一生懸命に練習に汗を流す生徒の姿が見られま
す。新たな目標に向けて今後の活動を充実させていってほしいと思います。
今日から２学期が始まります。夏休みに培った力を糧に、目標の実現に向けた具体的な実践を
積み重ねて継続し、充実した２学期にしていきましょう。今学期も様々な場面での豊野中生の活
躍を期待しています。
試合で全国大会出場校に敗れてしまいました。
女子は６３－６６、男子６６－７６という僅差
豊野中生の活躍
でした。全国大会を目指していたところだった
ので悔しい気持ちが大きかったことでしょう
が、ここまでの道のりは大変誇れるものです。

【夏休み】

関東大会出場
バスケ男子県大会優勝
バスケ女子県大会準優勝

バスケットボール部は、県大会優勝の男子が
深谷市総合体育館ビッグタートルで、準優勝の
女子が桶川サンアリーナで８月７日に行われ
た関東大会へ出場しました。結果は共に最初の

一生懸命がんばった生徒達の健闘を讃えたい
と思います。 【男子バスケットボール部 関東大会】

行われ見事勝利。翌７月２４日は本庄シルクド
ームで試合が行われ惜敗。ベスト１６でした。
女子卓球部は、７月２４日所沢市民体育館で女

【女子バスケットボール部

子シングルスに出場し１回戦フルセットの末
見事勝利。２回戦で惜敗。水泳は７月２２日に
川口青木公園で、体操も７月２２日に熊谷ドー
ム体育館で行われ、個人種目で出場し、日ごろ
の練習の成果を出し切ることができました。ど
の競技でも、最後まであきらめない姿勢が印象
的でした。保護者の皆様方にもたくさんの応援
に来て頂きました。ありがとうございました。

関東大会】

【陸上部】

【男子バレーボール部】

【卓球部 女子】

【体操】

令和元年度教育委員会表彰
学校総合体育大会県大会
陸上部

男子バレー部
体操 水泳

卓球部

市内予選を勝ち上がった各部が県大会に出
場しました。陸上部は７月２１・２２日に熊谷
スポーツ文化公園陸上
競技場で、気温が高い
中、女子４×１００ｍ
リレー５位、男子リレ
ー、個人種目で健闘し
ました。男子バレー部
【陸上部】
は、７月２３日に深谷ビッグタートルで初戦が
【
男
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
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】

７月２０日、春日部
市教育センターで、
令和元年度教育委
員会表彰式が開催
されました。本校か
らは、吹奏楽部が昨
年３０年度のマーチングバンド全国大会金賞
等の活躍が認められ表彰されました。おめでと
うございます。

藤塚小・豊野小で
サマースクールボランティア
藤塚小では７月２９・３０日（３１日と８月
１日は猛暑のため中止）、豊野小では８月３・
２３・３０日にサマースクールが行われました。
両校合わせて、のべ５日間の活動で、本校の生
徒約４０名が学習ボランティアとして参加し
ました。中学生は真剣な表情で小学生に算数や

国語を丁寧に教
えました。また、
質問などにも優
しく答える場面
が見られました。
中学生は、「教え
るのは難しいけ
【藤塚小 サマースクール】
ど、わかりやすく教えるための工夫などを考え
ることができて楽しかった」と話していました。
また、成長した姿を小学校の先生方に見せるこ
とができました。

吹奏楽部
たくさんの場所で素晴らしい演奏
吹奏楽部は、夏休みに入ると大会やコンクー
ルが目白押しで、いろいろな場所で活躍してく
れました。●７月３１日には、「埼玉県吹奏楽
コンクール東部地区予選」が羽生市産業文化ホ
ールで開催されました。惜しくも銅賞でした
が、素晴らしい演奏に会場からは大きな拍手が
送られました。●８月１７日には、「ジャパン
カップ マーチングバンド・バトントワリング
全国大会」に出場し第３位、優秀賞でした。●
翌１８日には、「サマーマーチングフェスティ
バル２０１９」に参加し、コンテストとは違っ
た視点でマーチングの魅力や楽しさを披露し、
マーチングバンド部門でハイワンダフル賞と
優秀賞、パフォーマンス部門で優秀賞を受賞し
ました。●８月２３日には、春日部市ウイング
ハットで「第３２回埼玉県マーチングコンテス
ト」が行われ、見事金賞・市長賞を受賞し、１
０月の西関東大会へコマを進めました。

特別養護老人ホームで
夏休みボランティア
社会福祉法人あ
すなろ会「あすなろ
の郷」では、８月２
５日に夏祭りが行
われました。本校か
らもボランティア
部の生徒を中心にお手伝いとして参加しまし
た。当日はゲームコーナーなどでお年寄りの
方々や子供達とふれあい、たくさんの笑顔で会
場が包まれました。１週間前からの準備を含め、
貴重な体験をさせて頂きました。

PTA４校合同パトロール
８月２２日に PTA４校合同パトロールが行
われました。７つのコースに分かれ、夕方５時
から１時間程度、公園やお店等をパトロールし
ました。お店の方からは、児童生徒の様子を伺
いました。パトロール後は、公民館に集合し、
報告会を行いました。４校合同で約 50 名の方
が参加しました。ご協力ありがとうございまし
た。

☆☆☆☆豊野中生の活躍☆☆☆☆
◆学校総合体育大会埼玉県中学校
バスケットボールの部（７／２７）
優勝
男子バスケットボール部
準優勝 女子バスケットボール部
◆吹奏楽コンクール東部地区大会（７／３１）
銅賞 吹奏楽部
◆ジャパンカップ マーチングバンド・
バトントワリング全国大会（８／１７）
第３位 優秀賞 吹奏楽部
◆サマーマーチングフェスティバル（８／１８）
マーチングバンド部門 ハイワンダフル賞
優秀賞
パフォーマンス賞 優秀賞 吹奏楽部
◆第３２回埼玉県小学生バンドフェスティバ
ル・マーチングコンテスト（８／２３）
金賞 春日部市長賞 吹奏楽部

【保護者の皆様にお願い】
【吹奏楽部 サマーマーチングフェスティバル２０１９】

メール配信サービスにまだ登録されていな
い方は、登録をお願いいたします。学校からの
緊急連絡等に活用させていただきます。

20 金

【第３回学校徴収金のお知らせ】
９月１７日（火）に第３回学校徴収金の引き
落としがございます。金額は１９、２００円（給
食費９月～１２月分）です。通帳の残高のご確
認をお願いいたします。引き落としができなか
った場合は、月の末日に引き落としとなります。
末日を過ぎて未納の場合は現金徴収になりま
す。よろしくお願いします。

９月の予定
月 曜

下校時間 18:15(~13 日)
17:45(17 日~)

行

1

日

2

月 始業式

事

等

職員会議
3
4

5
6

火 小中合同避難訓練
午前３時間授業
水 東部地区テスト（３年）
実力テスト（１・２年）
給食開始
木 B 時間割スタート
金 市内英語弁論大会
豊野地区合同家庭教育学級講演会
（豊野地区公民会 10:00-11:30）

7

土

8

日

9

月 後期教育実習開始
専門委員会

10 火 安全点検日
11 水
12 木 金曜授業
13 金 教育支援担当訪問
特別日課（５時間授業）
14 土
15 日
16 月 敬老の日、開校記念日
17 火 生徒朝会
18 水 木曜授業
新人陸上①
薬物乱用防止教室（６校時）
19 木 水曜授業
新人陸上②

21 土 秋の全国交通安全週間オープニング
吹奏楽部演奏（イオンモール 10:30）
豊野小・藤塚小運動会
22 日
23 月 秋分の日
24 火 月曜授業
新人男子バレー①
学校管理訪問
25 水 ３時間授業
新人体育大会①
新人男子バレー②
26 木 ３時間授業
新人体育大会②
27 金 ３時間授業
新人体育大会③
28 土 市内科学展
牛島小運動会
29 日 市内科学展
30 月 職員会議

＜１０月の予定＞下校時間 17:15(3 日~)
２日（水）新人大会予備①
３日（木）新人大会予備②
全校朝会
４日（金）英語検定
８日（火）諸活動停止期間～１０日まで
９日（水）合同学習会
１０日（木）人権を考える集い
１１日（金）中間テスト
１年：理・国・英・数・社
２年：社・国・数・英・理
３年：国・数・社・理・英
１５日（火）専門委員会
１６日（水）新人陸上県大会
１７日（木）２年農業体験
新人陸上県大会
２１日（月）市内駅伝大会
学校公開週間～２５日
２３日（水）木曜授業
２４日（木）金曜授業 ⑤全体練習
２５日（金）第４３回文化祭
２８日（月）火曜授業
市内駅伝大会予備日
３１日（木）生徒会役員選挙

