
 

 

 

 

 
 

「友協学」の林間学園 
  

 ２年生は、９月７日から二泊三日で林間学園にでかけました。今年も国立磐梯青少年交流の家に宿

泊し、農業体験やキャンプファイヤーなど盛りだくさんの内容でした。「時間を守って行動すること」、

「話をきちんと聞くこと」など、普段の学校生活で心掛けていることが林間学園でも発揮され、「自分

だけが楽しい林間学園」ではなく、「みんなが楽しい林間学園」になりました。２年生には、これから

の学校をリードしていく力があると感じさせてくれました。 
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今後の主な予定 
 

９ 月 

１８日 火 衣替え移行期間 

２１日 金 
クリーンデー 

生徒会選挙開始 ＬＡＴ 

２７日 木 市内駅伝大会 

２８日 金 生徒会役員選挙 

 

１０ 月 

１日 月 進路学習会 

２日 火 前期委員会最終 

３日 水 ３年学力テスト③ 

４日 木 後期委員会開始 

５日 金 英語検定 

６日 土 諸活動休止期間 

 

秋の衣替え（ころもがえ） 
 

移行期間  ９月１８日（火）～ 

完全実施 １０月２２日（月） 
 

昨今の変化しやすい気候をふまえ、移行期

間を行事予定より１週間早めました。 

雨の予報をくつがえし、

気持ちよく五色沼ハイ

キングができました。 

レクレーションでは、全

員が汗だくになって走り

回りました。 

「最も思い出に残ったの

は農業体験」という生徒

が多かったようです。 

花火やキャンドルサービ

スなど、工夫を凝らした

ＣＦでした。 

会津の班行動

では、一人の

脱 落者 もな

く、計画通り

に行動できま

した。 

学校評議員 
 

ご紹介が遅れましたが、次の５名に学校評

議員をお願いしています。任期は２年間です。 

学校評議員は、地域住

民から多様な意見を聞

き、学校運営に生かして

いくための制度です。校

長の推薦で決まります。 

椿  唯司 様 

横山 定敏 様 

蜂谷 桂子 様 

西林 明子 様 

三戸 洋子 様 



部活動の結果（夏の総体・コンクール） 
 

 

【野球部】 

３年 庄司 川村 出頭 藤井 青野 

２年 平間 山内 新城 梶井 後藤  

＜総体予選＞ ３位 

１回戦 ◎旭町中 vs和名ヶ谷中 

準決勝  旭町中 vs第一中◎ 

【女子バスケット部】 

３年 田方 波木 落合 村元 長谷川 

２年 庄司 高瀬 星野 鈴木 小林 市野 舟生 

１年 國分 加藤 進藤 

＜総体予選＞ ３位 

１回戦 ◎旭町中 vs六実中 

２回戦 ◎旭町中 vs根木内中 

決勝リーグ①  旭町中 vs和名ヶ谷中◎ 

  〃  ②  旭町中 vs第五中◎ 

  〃  ③ ◎旭町中 vs第一中 

【男子バスケット部】 

３年 恩田 久島 山下 安西 成田 藤村 岩本 染谷 

２年 染谷 横山 吉澤 小川 小林 松岡 清水 

＜総体予選＞ 

１回戦 旭町中 vs 小金北中◎ 

【サッカー部】 

３年 天野 栗原 山本 木村 中島 齋藤 渡部 湯浅 相田 根本 

２年 荒井 粟田 

１年 堀内 金子 本田 齊藤 西 稲垣 

＜総体予選＞ 

予選リーグ１    旭町中 vs 第三中◎ 

  〃  ２    旭町中 vs 根木内中◎ 

【陸上部】 

３年 山田 青木 渡辺 斉藤 天野 野上 岡﨑 

２年 青木 大河 宮野 家永 

１年 竹内（実） 中山 大橋 竹内（愛） 藤田 

 戸張 岡野 山下 

＜総体予選＞ 

３年天野 男共 1500M ２位 男共 3000M ２位 

２年大河 男２年 100M １位 男共走幅跳 ３位 

＜県総体＞ 

３年天野 男共 3000M 出場 

３年山田 女共 800M 出場 

３年青木 女共走幅跳 出場 

３年斉藤 男共 400M 出場 

２年大河 男共走幅跳 出場 

２年家永 女共 200M 出場 

【バレーボール部】 

３年 赤坂 寺本 鈴木 荒田 藤井 間根山 

須田 牧野 谷村 能勢 

２年 塩路 宮﨑 釜﨑 

１年 安蒜 左座 

＜総体予選＞ 準優勝 

＜県総体＞ ３位 

１回戦 ◎旭町中 vs真砂（千葉） 

２回戦 ◎旭町中 vs飯岡（東総） 

準々決 ◎旭町中 vs八街中央（印旛） 

準決勝  旭町中 vs葛飾（船橋）◎ 

＜関東大会＞ ５位 

１回戦 ◎旭町中 vs桜中（埼玉） 

２回戦 ◎旭町中 vs安田学園（東京） 

準々決勝 旭町中 vs駿台学園（東京）◎ 

＜全国大会＞ 

予選Ｇ ◎旭町中 vs木古内中（北海道） 

決勝Ｔ  旭町中 vs鹿屋東中（鹿児島）◎ 

【剣道部】 

３年 佐藤 

２年 小林 北山 野村 駒﨑 加藤 伊藤 

＜総体予選＞ 

３年佐藤 男子個人４回戦進出 

男子団体 予選リーグ 旭町中 vs根木内中◎ 

旭町中 vs第一中◎ 

旭町中 vs第三中◎ 

【女子ソフトテニス部】 

３年 山口 徳永 吉崎 林 山崎 髙津 濱田 高橋 青木 

２年 森 岡本 

＜総体予選＞ 

団体 １回戦 ◎旭町中 vs第四中 

２回戦  旭町中 vs小金南中◎ 

個人 德永・山口ペア ベスト 16 

【吹奏楽部】 

３年 横山 大和田 三村 棚橋 白田 小栁 清水 後藤 石田 波岡 吉田 

 原田  山本 櫻木 石川 依田 鈴木 佐藤 水野  

２年 秋山 軍司 嶋根 叶内 阿部 青山 北村 島﨑 石井 寺﨑 舘野 

＜千葉県吹奏楽 

コンクールＢ部門＞ 

予選 金賞 

本選出場 


