
  
 

 

 
 

 

実り多き 2 学期に          ＜はじめの会・校長の話より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動 生徒の活躍  ＜中体連の結果（７月以降分）＞ 

○野球     郡大会出場 

○サッカー   郡大会準優勝  西濃大会ベスト８ 

○ソフトテニス男子 郡大会出場 

○ソフトテニス女子 団体戦 郡大会４位  西濃大会準優勝  県大会ベスト８ 

個人戦 「横幕あすみ 馬渕 詩」ペア   

郡大会優勝  西濃大会優勝  県大会５位  （東海大会出場） 

○バスケット男子 郡大会敢闘賞（４位） 

○バスケット女子 郡大会優勝  西濃大会３位  （県大会出場） 

○バレー男子   郡大会優勝  西濃大会３位    西濃地区サマーカップ 準優勝 

○バレー女子   郡大会優勝  （西濃大会出場） 

○卓球  男子団体 郡大会準優勝  西濃大会ベスト８ 

女子団体 郡大会優勝  西濃大会優勝  県大会ベスト８ 

男子個人 郡大会 丸毛陽斗準優勝  畑陽・岩崎凪太（ペア）３位 （西濃大会出場） 

     女子個人 郡大会 椿谷美咲優勝  岩田侑莉準優勝  林楓恩３位 （西濃大会出場） 

          西濃大会 椿谷美咲準優勝 （県大会出場） 

○剣道 男子団体の部 郡大会準優勝 （西濃大会出場）   女子団体の部 郡大会３位 

郡３年男子の部 石川湧馬４位   

郡２年男子の部 田中蓮夢２位 所幸佑４位 （西濃大会出場） 

郡１年男子の部 河本昂大準優勝 竹中太一４位 若原叶弥５位 （西濃大会出場） 

郡３年女子の部 長沼凛香準優勝 （西濃大会出場）  村木杏佳４位 

郡２年女子の部 青木七美４位    

郡１年女子の部 高瀬円香優勝  （西濃１年女子の部３位 県女子個人の部出場） 

○新体操竹内佑季 県大会総合１位（フープ１位・ボール２位） 

東海大会総合２位（フープ３位・ボール３位） ※全国大会出場 

○ソフトボール  郡大会優勝  西濃大会準優勝 （県大会出場）  

 

星 章  

＜学校便り＞ №６ 

大野町立大野中学校 

平成２９年９月１日 

 この夏休み、命に関わるような大きな事件・事故もなく、全員が９月１日を迎えることができたことを大変う

れしく思います。よいスタートになりました。 

 夏休み中には地域のボランティア活動（夏祭り・河川清掃等）に多くの生徒が自主的に参加している姿を見て、

大変感心しました。愛校当番や学習会で精一杯活動している姿も多く見ました。皆さんの姿から思いやりや、た

くましさを感じました。 

 中でも特に印象に残っているのは中体連での皆さんの姿です。３年生を中心に大野中の皆さんが、郡大会や地

区大会、県大会や東海大会、そして全国大会ですばらしい成果を収めたことを校長として大変誇りに思います。（優

勝旗１０本） ３年生の、最後の最後まで仲間とともに精一杯プレーする、ひたむきな姿に感動しました。吹奏

楽部のコンクールや美術部の体育祭用旗作りなど文科系の部活動も暑い中よく頑張っていました。 

 スポーツでも、勉強でも一生懸命頑張って、よい結果が出るときもあれば、思うような結果が出ないときもあ

ります。しかし、「結果を受け止め、耐え、次の目標をもち、歩みだし、夢に向かって努力を継続すること」で人

として成長できるのだと思います。部活動をやりきった３年生の皆さんの姿からもこのことを感じました。 

 ９月は前期を締めくくるときです。「温かくてさわやかな大野中の生徒」という学校目標に迫るために皆さんに

期待することが３つあります。 

① 日々の授業を大切にし、仲間と考えを練り合う生徒 

② 仲間の気持ちを考えて行動する生徒 

③ より高い目標をもってひたむきに努力する生徒 

 前期の委員会や係のやりきりと、後期の委員会や係の選択は、自分を成長させる絶好の機会です。自分に挑戦

し、自分自身を成長させていきましょう。 



○バドミントン 男子団体の部  郡大会優勝  西濃大会準優勝  県大会ベスト８ 

女子団体の部  郡大会準優勝  （西濃大会出場） 

男子シングルスの部 大岩 凌優勝   後藤大輝準優勝 （西濃大会出場） 

○柔道 男子団体 郡大会優勝  西濃大会優勝  県大会ベスト８ 

   女子団体 郡大会優勝 

個人の部 

 松久侑磨 西濃大会準優勝 県大会優勝 東海大会出場・※全国大会出場 

  渡邉匠太 西濃大会優勝 県大会３位 東海大会出場 

 武藤亜紋 郡大会２位 （西濃大会出場） 

 国井孔聖 西濃大会準優勝  （県大会出場） 

 西村ひかる 西濃大会準優勝 県大会３位 

 岡田紗果 西濃大会３位 （県大会出場） 

○水泳 所 祥生 西濃大 男子５０Ｍ・１００Ｍバタフライ優勝 

         県大会 男子２００Ｍバタフライ優勝 １００Ｍバタフライ準優勝 

                                 （東海大会出場）  

    青木柾登 男子１００Ｍ・２００Ｍ平泳ぎ 優勝  （県大会出場） 

    ☆９月の行事予定☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 主 な 行 事 部 

１ 金 はじめの会 期末テスト 下校指導  ＰＴＡ実行委  

２ 土   

３ 日 西濃Ｐ研修会 第３公民館まつり  

４ 月 期末テスト   

５ 火 学年練習  

６ 水 全校練習  

７ 木   

８ 金 学年練習  

９ 土 科学・社会科作品展  ○ 

１０ 日 科学・社会科作品展  第一公民館まつり ○ 

１１ 月 体育祭中間反省会  

１２ 火 学年練習  

１３ 水   

１４ 木 全校練習  

１５ 金 朝の交通安全指導 全校練習 体育祭準備    

１６ 土 体育祭  

１７ 日 体育祭予備日 家庭の日  

１８ 月 敬老の日 ○ 

１９ 火 体育祭振替休業日 ○ 

２０ 水   

２１ 木 防煙教室（１年生） ○ 

２２ 金  ○ 

２３ 土 （小学校運動会） ○ 

２４ 日  ○ 

２５ 月   

２６ 火 教育相談～２９日 ○ 

２７ 水 生徒会立会演説会  ○ 

２８ 木  ○ 

２９ 金 町教委訪問 ○ 

３０ 土  ○ 

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 

 

１０月の予定 
３日（火）   

高校１日入学（３年給食なし） 

４日（水）   

高校１日入学（３年給食なし） 

６日（金）   

前期終業式 

１０日（火）   

後期始業式 

２８日（土） 

 授業参観・Ｐ講演会 

３０日（月） 

     振替休業日 

 

吹奏楽部 

 第５５回岐阜県吹奏楽コンク

ール岐阜西濃大会 銀賞 

 

岐阜県中学校英語弁論大会 

西濃地区大会 

 優秀賞 鬼頭世鈴 

 優秀賞 渡邊奈歩 

 地区賞 加納幸希 

 優良賞 北野夏乃 

 優良賞 加納 咲 

 

尚、優秀賞の２名は９月３０

日に岐阜女子大学で行われる県

大会に出場します。 


