
笠南中だより
明日から夏休み(~8月26日)

１学期終業式校長のお話（リモート放送）

令和３年度の１学期が終わります。授業日は７１日間ありました。
１学期を振り返って、みなさんどうですか。どんな目標を持って１学期を過ごしましたか。

始業式の時に、水泳の「池江璃花子」さんがオリンピック代表を勝ち取ったときのコメント
を紹介しました。「努力は報われるんだ」です。新たな気持ちで目標をもち、自分のペース
でよいので、目標が達成できるように、努力は報われると信じて、努力を重ねてほしいとい
うお話をしました。
他に１学期の中で、新型コロナウイルス感染予防の徹底、いじめ防止、交通安全のこと、

あいさつのこと、部活動のこと、定期テストのことも話しましたね。目標はどのくらい達成
できたでしょうか。
本日は通知表が渡されますね。全員の通知表を読ませていただきました。みなさんのがん

ばったところ、がんばってほしいところが一人一人書かれていました。通知表の評価をよく
確認し、自分の振り返りと合わせて、夏休みに自分は何をすべきかよく考えてください。夏
休みは３７日間あります。１年生、高校受験を考えている人は、１年生からしっかりと学習
することが大切です。１年生からの９教科すべての成績が受験にかかわってきます。２年生、
もう受験がはじまっていると思ってください。夏休みに、自分で苦手と思う教科について、
わかるまで同じ問題を繰り返しやってみてください。まだまだ間に合います。がんばりまし
ょう。３年生は、何をしたらよいかわかりますね。自分の進路実現に向けて、夏休みを有効
に使ってください。

なお、この夏休みからタブレットを持ち帰ると思います。教科によってはタ
ブレットを使用する宿題が出されていますね。「ドリルパーク」や「ｅライブラ
リ」を利用すれば１学期の復習や２学期の予習ができると思います。また、調
べ学習にも使えますね。ぜひタブレットを有効活用してほしいと思います。そ

の際に一つお願いがあります。タブレットの扱いは十分に気をつけてください。衝撃が加わ
ると液晶部分がすぐに壊れてしまいます。くれぐれも丁寧に扱ってください。
夏休みは、自分に必要な学習に取り組むと同時に、心と体を休めることが必要です。ただ

し、間違った行動をしないようにしなければいけません。わかりますね。学習することも、
人からのよくない誘惑に負けないことも、知らない人と連絡をとらないことも、自分を大切
にするということです。みなさんは、何が間違った行動か判断ができます。自分を大切にし
てください。そして人も大切にしてください。
１学期は自転車の事故が数件ありました。交通安全は、命を守ることです。夏休みも気を

つけてくださいね。コロナ対策も油断してはいけません。
夏休み中に困ったり、悩んだりすることがあったら、遠慮しないで必ず学校に相談してく

ださい。
２学期にまた元気なみなさんに会えることを楽しみにしています。

お知らせ・・・いつも感染予防を忘れずに
熱中症対策もしっかりと

■土曜、日曜、祝日及び学校閉庁期間（８月１０日から１６日）に緊急の連絡がある場合は、

みどり市教育委員会学校教育課まで連絡をお願いします。 ７６－９８４５

■２学期始業式：８月２７日（金） ５時間授業 部活動１６：４５まで 裏面あり
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表彰者等紹介
◇第１６回少年の主張みどり市大会 優秀賞 ３A 松島 蒼

最優秀賞 ３D 寺島 舞 東毛地区大会出場予定
◇群馬県「歯と口の健康に関する図画・ポスター」コンクール 第１位 ３C 田辺純埜

※県庁２階ギャラリーにて、７月２６日（月）まで展示されています。

市総体

◇体操 跳馬 第１位、鉄棒 第２位、ゆか 第２位、個人総合 第２位 １A 福田啓太 県大会出場

◇ソフトボール 優勝 県大会出場 ◇バスケットボール女子 第３位 県大会出場

◇バレーボール男子 市大会予選なし 県大会出場

◇ソフトテニス 男子団体 第３位 ３Ｃ中谷純一 ３Ｃ永峰大也 ３Ｄ森山怜真 ３Ａ藍原 琉
３Ｂ小野蓮汰 ３Ｂ岡田彪生 ２Ｃ野村太輝 ２D新井英一郎

◇卓球

男子団体Ａ 第３位 ３Ｃ天笠竜玖 ３Ｃ唐沢快斗 ３Ｂ髙橋凰介 ３Ｃ押田拓也 ３Ｂ赤石零舞 ３Ｂ蛭間愛弥

個人 第５位 ３Ｃ天笠竜玖 県大会出場

女子団体Ｂ 第３位 ２Ａ佐々木美望 ２Ｂ石内美冬 ２Ｂ清水咲花 ２Ｄ伊藤和奏 ２Ｄ提橋心奈 ２Ｅ金子穂

ダブルス 第３位 ３Ａ平塚玲奈 １Ｄ岩前明里 県大会出場

個人 第５位 １Ｄ岩前明里 県大会出場 １年個人 第１位 １Ｂ渡邊美優

◇バドミントン（県大会出場者）

男子団体 第３位 ３Ｅ木村颯斗 ２Ｂ久保田俊 ３Ｃ石川直樹 ３Ａ金子陽生 ３Ｅ篠原祐太 ２Ｅ宮﨑夢叶

ダブルス 第３位 ３Ｅ木村颯斗 ２Ｂ久保田俊 第４位 ３Ｃ石川直樹 ３Ａ金子陽生

第８位 ３Ｅ篠原祐太 ２Ｅ宮﨑夢叶

シングルス 第４位 ２Ｄ髙野菜々美 第７位 ３Ｅ青山鈴音 第８位 ３Ｃ小島彩華

◇サッカー 準優勝 県大会出場

◇陸上競技 男女総合準優勝（４位以内が県大会出場）

男子総合 第１位

・１年１００ｍ 第６位 １Ｅ下山泰輝 第８位 １Ｅ武井陽槻 ・２年１００ｍ 第７位 ２Ｄ遠藤真叶

・３年１００ｍ 第５位 ３Ｄ韮山陽葵 第６位 ３Ａ大島周眞

・共通４００ｍ 第４位 ２Ｂ星野颯人 第５位 ３Ｅ髙木優生

・共通８００ｍ 第３位 ２Ｂ星野颯人 第４位 ３Ｅ佐藤碧海 ・共通１５００ｍ 第３位 ３Ａ佐藤悠拓

・共通３０００ｍ 第６位 ３Ａ佐藤悠拓 第８位 ３Ｃ藤生愛琉

・共通１１０ｍＨ 第５位 ３Ａ松島 蒼 第６位 ３Ｄ鈴木翔一朗

・共通４×１００ｍＲ 第４位 ３Ｅ髙木優生 ３Ａ大島周眞 ３Ｅ小林 洸 ３Ｄ韮山陽葵

・共通走高跳 第４位 ３Ｅ小林 洸 第７位 ３Ａ松島 蒼 ・共通走幅跳 第３位 ３Ｅ小林 洸

・共通砲丸投 第３位 ３Ａ大島周眞 第４位 ３Ｂ瀬谷陽明

女子総合 第３位

・１年１００ｍ 第４位 １Ｅ藤生莉望 ・１年走幅跳 第２位 １Ｅ藤生莉望

・２年１００ｍ 第５位 ２Ｅ山﨑愛心 第６位 ２Ｂ小林実生

・共通２００ｍ 第８位 ２Ｅ山﨑愛心 ・共通８００ｍ 第４位 ３Ｅ今野羽菜

・共通１００ｍＨ 第３位 ３Ｂ岩野心葉 第８位 ３Ｃ武井 蘭

・共通４×１００ｍＲ 第５位 ３Ｂ岩野心葉 ２Ｂ小林実生 ３Ｅ今野羽菜 ２Ｅ山﨑愛心 県大会出場

・共通走高跳 第４位 ３Ｅ萱間こころ ・共通砲丸投 第３位 ２Ｂ小林実生 第８位 ３Ｅ萱間こころ

◇水泳（県大会出場者）

・男子100ｍ自由形 第４位 １Ｄ須藤碧空 ・男子400ｍ自由形 第２位 １Ｄ須藤碧空

・男子１００ｍバタフライ 第３位 ２Ｅ田端桜瀬

・男子４×100ｍメドレーリレー 第４位 ３Ａ板東龍斗 ２Ｄ今泉 暖 ２Ｅ田端桜瀬 １Ｄ須藤碧空

・女子100ｍ平泳ぎ 第１位 ２Ｅ田邉こはる ・女子200ｍ平泳ぎ 第１位 ２Ｅ田邉こはる

◇剣道 男子団体 準優勝 先鋒 ２Ａ鈴木秀彬 次鋒 ２Ｅ大沢春哉 中堅 ２Ｅ片桐 杖 副将 ３Ｅ和泉大和

大将 ２Ａ新井悠羽 １Ｃ大沢京哉 １Ｂ新井綾真

男子個人 優勝 ２Ａ新井悠羽 準優勝 ２Ａ鈴木秀彬 ２名県大会出場

女子団体 第３位 先鋒 ２Ａ田中愛帆 次鋒 １Ｅ大野成珠 中堅 ２Ｃ志子田美央莉

副将 １A北爪果乃 大将 ３Ｄ坂井七海 １A須田凪咲 １E大澤莉奈


