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いしずえ
学校教育目標
・意欲を持ち 自主的に学習する生徒
・人と郷土を愛し 進んで奉仕する生徒
・健康で はつらつとした生徒

入学式から早約１か月が過ぎました。２・ ＜合唱コンクール練習風景～昼休み＞
３年生は「良き先輩」であろうとし、１年生は先輩を手本に頑張ろうとし、校内には、温かな望
ましい雰囲気が育ちつつあるように思います。しかし、生徒たちの頑張りは大変立派なのですが、
そろそろこれまでの疲れがたまってくる頃でもあります。睡眠や食事をしっかりとらせるなど、
各ご家庭のご協力・ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

≪本年度の学校経営方針について①≫

めざす学校像：「明るく きびきびと活動する 温かい学校」
スローガン：「当たり前のことをこつこつと」

◎ このような学校像に迫るため、それぞれの言葉を以下のように定義付け、日々の教育活動に
あたっていきたいと考えております。
＜明るい学校＞
生徒が居がいのある充実した学校生活を送り、子ども本来の「明るさ」が保証された学

校。さらには、生徒が「疲れたけれど楽しかった」、「明日も楽しみだ」といった喜びのエネ
ルギーをもち、「明日も学校へ行こう」という気持ちになる学校。

＜きびきびと活動する学校＞
生徒・教職員の活動が機敏で活気のある学校。そのためには、場に応じた判断力や善悪の

判断力等の育成が不可欠。「当たり前のことを当たり前に」行わせるために、小さなことか
ら教えるべきことを具体的に教え、実践させ、認め、定着を図ることを日々こつこつと実践
していくことが肝要。

＜温かい学校＞
生徒と教師、生徒同士、教職員同士、保護者や地域の方と教師がしっかりと話し合い、相

談し合える人間関係ができた学校。そのためには、教職員は温かい心で、生徒とともに考
え、悩み、夢や感動を共有していく姿勢で指導にあたることが肝要。

≪生徒達の頑張りは見事でした！≫
５月１１日（金）～１３日（日）の３日間、運動部活動の「下

都賀地区春季大会」が、下都賀地区内の各会場（中学校や運動公
園等）で開催されました。「下都賀地区大会」というのは、下都賀
地区内の３２の公立中学校、小山市立絹義務教育学校の７～９年
生、國學院大學栃木中学校の計３４校が参加する大会です。出場
校数は競技によって異なりますが、互いに競い合い、好成績を収
めた団体、個人が県大会へと駒を進めることになります。試合当
日、生徒たちは、競技や勝敗に関わらず、誰もが真剣に試合に臨
み、素晴らしい活躍を見せてくれました。 ＜表彰式の様子～サッカー部＞
つきましては、大変暑い日も雨降る日もありましたが、多くの保護者の方々が試合会場まで応

援に駆け付けてくれました。誠にありがとうございました。お陰様で、生徒たちの大きな励みと
なり、日頃の練習の成果を遺憾なく発揮できたように思います。今後も、どうぞよろしくお願い
いたします。
【大会結果】

陸上競技 共通４００ｍ第１位 犬飼 侑樹 ソフトテニ 団体
１年1500ｍ第１位 海老原 智陽 ス女子 １回戦 ３－０ 藤岡一中 勝ち
共通棒高跳び第２位 木村 琉暉 ２回戦 ０－３ 壬 生 中 敗退
１年１００ｍ第２位 伊藤 愛華 個人
共通８００ｍ第３位 小池 啓斗 古島妃星・白戸祐衣 敗者復活

※以上５名県大会出場 ※県大会出場



野球 １回戦 ７－０ 寺尾・豊田 勝ち 卓球男子 団体 予選リーグ１位
２回戦 ０－１ 栃木南中 敗退 団体第５位 決勝トーナメント

県大会出場 １ 回 戦 ３－１ 大谷中 勝ち
サッカー １ 回 戦 ３－１ 大平中 勝ち ２ 回 戦 ０－３ 大平南中 負け
第５位 ２ 回 戦 ２－０ 東陽中 勝ち 敗者復活 ３－１ 野木中 勝ち
県大会出場 準々決勝 ０－１ 間々田中 負け 〃 ３－２ 都賀中 勝ち

敗者復活 ３－０ 野木中 勝ち 個人
竹井温輝・玉野夏月ペア

バスケット １回戦 ６０－５２ 岩舟中 勝ち ※県大会出場
ボール男子 ２回戦 ５２－６２ 南河内二中 敗退

卓球女子 団体 予選リーグ２位
バスケット ２回戦 27－100 小山城南中 敗退 決勝トーナメント
ボール女子 １回戦 １－３ 岩舟中 敗退

個人
バドミント 団体 ０－２ 桑中 敗退 シングルス ダブルスとも
ン 個人 シングルス ３回戦敗退 ２・３回戦敗退

ダ ブ ル ス ２回戦敗退
柔道男子 個人

バレーボー 予選リーグ 団体第３位 優 勝 熊倉優太
ル １－２ 小山中 負け 県大会出場 準優勝 村上大地・小林大悟

２－０ 皆川中 勝ち 古河流輝
２位トーナメントへ ※以上４名県大会出場
０－２ 東陽中 負け
２－０ 乙女中 勝ち 柔道女子 個人
２－０ 桑 中 勝ち １３位 団体優勝 優 勝 大賀夏帆・大橋杏奈

県大会出場 準優勝 福田 宇 ・野澤美祐希
ソフトボー 予選リーグ ※以上４名県大会出場
ル ９－５ 間々田中 勝ち
準優勝 ３－２ 壬生中 勝ち 剣道男子 団体 予選リーグ
県大会出場 １位リーグへ 団体第３位 ４－１ 美 田 中 勝ち

２－３ 藤岡一中 負け 県大会出場 ２－２ 乙 女 中 分け
４－３ 小山三中 勝ち ４－０ 栃木西中 勝ち

決勝トーナメント
ソフトテニ 団体 １回戦 ２－１ 南河内中 勝ち
ス男子 １ 回 戦 ２－１ 大平中 勝ち 準決勝 １－４ 小山第三中 敗退
団体第５位 ２ 回 戦 ２－１ 南河内二中 勝ち 個人 新井陽向・手塚光太郎
県大会出場 準々決勝 ０－３ 小山中 負け 見山正剛

敗者復活 ３－０ 皆川中 勝ち ※以上３名県大会出場
個人（ペア）
神谷春陽・齋藤悠久 ベスト16 剣道女子 団体 予選リーグ 敗退
大野晃世・櫻井元夢 ベスト32 ０－２ 大平南中 負け

※以上２ペア県大会出場 ０－２ 大 谷 中 負け

【その他の大会の結果】

◆下都賀支部春季大会
○陸上競技部 総合優勝 男子総合優勝 女子総合準優勝
個人（共通種目）
優 勝 犬飼侑樹(２種目)・小池啓斗・木村琉暉・渡辺莉里花・木村桃華・髙橋清音・

4 × 100Mリレー（木村琉暉・江田圭汰・井元瑞穂・犬飼侑樹）
準優勝 江田圭汰・木村桃華
第３位 近藤大斗・小池啓斗・大橋拓美・中川響・橋本磨凜
個人（学年別種目）
優 勝 海老原智陽・西松花歩・伊藤愛華
準優勝 江田圭汰・稲葉美海
第３位 井元瑞穂・川越鈴華・橋本磨凜

○野 球 部 優 勝
○ソフトボール部 準優勝
○卓球部男子 団体第３位

個人 シングルス第３位 玉野夏月 ダブルス第３位 玉野夏月・竹井温輝ペア
○剣道部男子 団体第３位
※「下都賀支部大会」は、下野市・壬生町・野木町にある８つの中学校が参加する大会です。
下都賀地区内には、他に「小山支部」、「栃木支部」の計３支部があります。

◆栃木県柔道整復師大会 女子団体準優勝
◆埼玉近県中学校柔道大会 女子団体第３位
◆足利両毛ソフトテニス大会 男子個人優勝 神谷春陽・齋藤悠久ペア
◆栃木市卓球選手権大会 男子シングルスⅠ部第３位 玉野夏月


