
  
 

 

 
 

 

実り多き 2学期に             ＜2学期始業式校長式辞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動 生徒の活躍  ＜中体連の結果（７月以降分）＞ 

○野球     郡大会３位 西濃大会出場 

○サッカー   郡大会 予選敗退 

○陸上  西濃大会 １５００ｍ７位 所 龍哉  １１０ｍH５位 山村 悠太 走高跳２位 大野晃誠 

１５００ｍ３位 吉村 唯 １００ｍH １位 平野夏帆  走高跳８位 山口桐奈 砲丸投２位 林理湖   

通信陸上競技県大会 走高跳８位 大野晃誠 女子１５００ｍ８位 吉村唯 １１０ｍＨ６位 山村 悠太 

○ソフトテニス男子 郡大会６位 今西 遼  駒月優輝  西濃大会出場 

○ソフトテニス女子 郡大会１０位 梅田結衣  田島彩知 西濃大会ベスト１６ 

○バスケット女子 郡大会優勝 西濃大会３位 県大会ベスト８ 

○バレー男子 郡大会準優勝 西濃大会ベスト８ 

○バレー女子 郡大会準優勝 西濃大会出場 

○卓球 県大会 女子団体 ３位  郡大会  男子団体 準優勝  女子団体 優勝 

郡大会 女子 優勝 藤内瑠奈  準優勝 川﨑苑佳 ３位 椿谷美咲  河田朱里 

西濃大会 男子団体 ３位 県大会出場    

西濃大会女子団体 優勝 県大会 女子団体 ３位 東海大会出場 

西濃大会 男子ダブルス準優勝 畑 陽・丸毛陽斗 

西濃大会 女子ダブルス優勝 岩田侑莉・野村花音  女子シングルス ３位 岩田侑莉 椿谷美咲 

○剣道 男子 団体 郡大会３位  個人 郡大会優勝 石川湧馬 ２位 小森悠斗 西濃大会出場 

女子 団体 準優勝 西濃大会出場  

個人 郡大会２位 堀百花 ４位 松井柚葉 基本の部３位 所千夏 

○新体操竹内佑季 県大会総合１位（ロープ３位・フープ１位） 

東海大会総合 10位（ロープ１１位 フープ８位） 

○ソフトボール部  郡大会優勝  西濃大会準優勝 県大会出場  

○バドミントン  郡大会 男子団体の部 優勝   西濃大会 優勝 県大会２位 東海大会出場 

男子個人の部 ダブルス 優勝  大岩一翔  細川光輝   

男子個人の部 シングルス 優勝 大岩 凌  西濃大会出場  準優勝 後藤大輝 西濃大会出場 

       ダブルス３位 簑島大翔  近藤大誠 

女子団体の部 ３位  女子個人の部 ダブルス３位 山田珠里 林 鮎花 西濃大会出場 

星 章  

＜学校便り＞ №６ 

大野町立大野中学校 

平成２８年９月１日 

この夏休みには「リオオリンピック」がありました。皆さんもテレビで見たことと思います。岐阜県からも、

１７名もの人がオリンピックで活躍しました。その中に、競泳の２００ｍ平泳ぎで金メダルをとった金藤理絵選

手がいます。金藤さんは、今までに思うような結果が出なかったり、ケガや不運で挫折したりして、自信を失い、

何度もやめようと思ったことがありました。そのたびに「自分はこれで止めていいのか」「がんばればいつかきっ

と夢がかなう」と信じて、さらに激しい苦しい練習を続けたそうです。その結果の金メダルでした。公式戦で２

０６連覇・世界大会１６連覇中で、金メダル確実と言われていたレスリングの吉田沙保里選手は、決勝で敗れて

銀メダルに終わりました。「たくさんの人に応援してもらったのに銀で終わってしまって申し訳ない」「日本選手

の主将として金メダルを取らないといけないところだったのに、ごめんなさい。取り返しのつかないことになっ

てしまった。」と号泣していました。しかし、吉田選手の努力は無駄だったのでしょうか。彼女の「お父さん、私

をここまで育ててくれてありがとうっていうことを伝えたいです。」を聞いたときに、温かさとを感じると共に、

立派な人に成長していることを実感しました。このように、一生懸命がんばって、良い結果が出る時も、思うよ

うに結果が出ない時もあります。スポーツだけでなく、勉強でも、仕事でも同じです。だけど、それを受けとめ、

耐え、次への目標を持ち、もう一度歩みだし、夢に向かってあきらめずにひたむきに努力を続けることで、人と

して成長するのだということを、金藤選手や吉田選手から教えられたように思います。「目標を持つこと」「努力

を継続すること」「失敗してもまたがんばること」が大切だということです。それは、この夏休みに３年間部活動

をやりきった３年生の皆さんの姿からも感じます。さあ、今日から始まる２学期。みんなで目標をもって、しっ

かり学習・生活に取り組んでいきましょう。まずは、２学期、始まってすぐに前期の集大成ともなる体育祭が 

１７日に行われます。全校で『熱く燃えて』「関わり合い、誰もが成長できる大野中」を姿で示しましょう。                   



○吹奏楽部  県吹奏楽コンクール岐阜・西濃地区大会  銅賞 

○柔道 郡大会 男子 団体 優勝 西濃大会３位   女子 団体 優勝 西濃大会出場 

郡大会 １年生 １位 武藤亜紋 西濃大会出場 ３位 國井孔聖 西濃５０㎏以下 ベスト８ 

     １年生 女子 3位 西村ひかる 西濃大会 2位 県大会出場 

２年生 ２位 松久侑磨 西濃９０㎏以下 １位 県４位 東海大会出場 

２年生 ３位 渡邉匠太 西濃９０㎏超  ３位 県大会出場 

        女子  ２位 児玉薫里 西濃５２㎏以下 ２位 県大会出場 

西濃大会 ３年生 ３位 川瀬翔太 ７３㎏以下 県大会出場 

○体操 若原慧人 地区大会 鉄棒・床・鞍馬・跳馬・個人総合 各優勝 

    県大会  鉄棒・床・鞍馬・個人総合 各優勝  跳馬 準優勝  東海大会 個人総合 7位 

○水泳 西濃大会 男子総合 ３位 ２００ｍ個人メドレー準優勝／５０ｍ自由形 準優勝 加納 颯大 

５０ｍバタフライ優勝／１００ｍバタフライ３位 所 祥生  ２００ｍ平泳ぎ 準優勝 小林 仰     

５０ｍ平泳ぎ４位／１００ｍ平泳ぎ４位 青木 柾登  

２００ｍメドレーリレー 優勝  加納 颯大，小林 仰，所 祥生，青木 柾登 

県大会 ２００ｍ個人メドレー４位 加納 颯大 東海大会出場 ４００ｍ個人メドレー６位 小林 仰 

２００ｍバタフライ ７位 所 祥生  ４００ｍ個人メドレー ７位 青木 柾登  

４００ｍメドレーリレー ６位 加納 颯大，小林 仰，所 祥生，青木 柾登  東海大会出場 

    ☆９月の行事予定☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 主 な 行 事 部 

１ 木 始業式 2・3 年実力 1 年課題ﾃｽﾄ 交通指導 ＰＴＡ実行委  

２ 金 ２・３年実力テスト  

３ 土 西濃Ｐ研修会 ○ 

４ 日 第三公民館まつり ○ 

５ 月 学年練習  

６ 火 全校練習  

７ 水   

８ 木 学年練習  

９ 金   

１０ 土 科学・社会科作品展  第一公民館まつり ○ 

１１ 日 科学・社会科作品展  第一公民館まつり ○ 

１２ 月 体育祭中間反省会  

１３ 火 学年練習  

１４ 水 生徒会選挙受付終了  

１５ 木 朝の交通安全指導  全校練習    

１６ 金 全校練習  公約について考える会  

１７ 土 体育祭  

１８ 日 体育祭予備日  家庭の日  

１９ 月 ○祝敬老の日 ○ 

２０ 火  公約について考える会  

２１ 水 生徒集会「前期のまとめ」 ○ 

２２ 木 ㊗ 秋分の日 ○ 

２３ 金 体育祭振替休業日 ○ 

２４ 土 （小学校運動会） ○ 

２５ 日  ○ 

２６ 月   

２７ 火 立会演説会 教育相談～３０日 ○ 

２８ 水 専門委員長協議会 教育相談 ○ 

２９ 木 専門委員長協議会 教育相談 ○ 

３０ 金 教育相談 ○ 

同窓会７０周年記念として、自転車

置き場南にある時計台を新しく設置

していただきました。長らく止まって

いた時計が動き始め、「時間」を意識

した生活が、更に高まりました。 

全建奉仕作業が７／３１（日）に行

なわれました。来賓玄関下足箱、第 2

理科室の机、掃除道具入れ、生徒玄関

前すのこを修理・製作していただきま

した。大変暑い中の作業でした。あり

がとうございました。 

１０月の予定 
・５日（水）  高校一日入学（３年・給食なし） 実テ１・２年 

・７日（金）  生徒会役員任命式 

・１４日（金） 芸術鑑賞会 

・１７日（月） 郡教科研究会 

・２２日（土） 授業参観・Ｐ講演会 

・２４日（月）振替休業日 

・２７日（木）合唱祭 

・３１日（月）実力テスト３年 


