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目標をもち、
積み重ねを大切にできる２学期に
夏休みが終わり、いよいよ２学期がスタートしました。どのような
夏休みを過ごすことができたでしょうか。
ボランティアに、
部活動に、
学習にと充実した日を送れた人も多いことでしょう。
２学期始業式では、校長先生からは、みなさんに２つの大切にした
いことの話がありました。
１つ目は、
「最後までやり抜くこと」の大切さです。力一杯、精一杯
努力した姿から多くの感動をもらったこと、そして目標を持ち続け、
仲間と共有することの大切さについてお話がありました。
２つ目は、
「授業の充実」の大切さです。
「学習＝生活」ととらえ、日々の努力を怠らず積み重ねを大切にすることの大
切さについて話がありました。９月は、前期の総決算であります体育大会があります。一人一人の思いをはちまきに込め、
よいスタートダッシュがきれるとよいです。

夏休み ボランティア活動にて
友和苑ボランティア

くすのき苑ボランティア

かわなみ作業所 ボランティア

夏休み期間を利用して、３年生の高校見学会、２年生の職場体験、及び多くのボランティア活動などが実施されました。
どの活動にも積極的に参加することができました。進んでボランティア活動に参加し、地域の福祉施設や地域のボランテ
ィア清掃を通して、人とのかかわりの大切さや地域のよさを学ぶことができました。

体育大会の取組を日常生活につなぐ
7月に行われた「結団式」では、生徒会よりスローガンが発表されました。体育大会スローガンは、
「躍進 ～燃えろ仲間と
共に 叫べ熱い思い」です。生徒会からは、全校の仲間とスローガン達成に向けて以下の５つの取組を行います。
①服装 ②時間「練習時間を大切にする集合時間」 ③３分前着席「落ち着いた授業づくり」
④給食配膳「仲間と協力」 ⑤ロッカーの整頓「生活環境を整える」
体育大会の取組が日常の学校生活に結び付いてこそ本物です。各団リーダーが積極的に仲間に呼び掛け、どの学級も高い意識
で毎日の生活を過ごそうと
がんばっています。体育大会
当日は、取組の成果発表の場
です。保護者の皆様、地域の
皆様の温かい声援に応え、全
力で臨む生徒の姿をぜひご
覧ください。
夏休み中には、各団のリー
ダーが何度も集まり、体育大
会に向けての取組を話し合
い、これまで練習を重ねてき
ました。応援練習は、全学年
で心をひとつに、動きの確認
を行いながら完成を目指し
ています。また、学年種目、
個人種目は、仲間の声援に励
まされながら練習していま

す。

英語スピーチ
コンテスト
8 月２２日（木）にスイトピ
アセンターで岐阜県中学校英語
弁論大会西濃大会が行われまし
た。西中からは、新屋ジェシカ
さん、多和田芽依さんが参加し
ました。
２人とも英語の先生の指導の
もと、何度も練習を重ね、多く
の人の前でしたが、堂々とそし
て流暢に話すことができました。
多和田芽依さんは、９月２８
日（土）に岐阜女子大学で行わ
れる県大会に出場します。

９月

表彰おめでとう
○中体連 市大会 優勝 西濃大会 準優勝 県大会 優勝 東海大会出場 ソフトテニス男子個人
３年 小川将司 ２年 樋口生真
○中体連 県大会 ６位 陸上男子砲丸投 東海大会出場 ３年 柘植 大和
○中体連 市大会 ３位 西濃大会３位
サッカー部
○中体連 市大会 ３位 西濃大会出場
野球部
○中体連 市大会 準優勝 西濃大会 準優勝 県大会出場 ハンドボール部
○中体連 市大会 準優勝 西濃大会出場
ソフトボール部
○中体連 市大会 優勝 西濃大会 優勝 県大会
ソフトテニス部 男子団体
○中体連 市大会 ソフトテニス男子個人ベスト 16 西濃大会ベスト 16 県大会出場
３年 河合恭兵 ２年
○中体連 市大会 ソフトテニス男子個人ベスト 16 西濃大会ベスト 32 ３年 臼井椋亮 ３年 飯田絋和
○中体連 市大会 ３位 卓球部 男子団体 西濃大会出場
○中体連 市大会 ３位 卓球部 女子団体 西濃大会出場
○中体連 市大会 ３位 卓球個人（女子）西濃大会８位 県大会出場 ３年髙木ひなた
○中体連 市大会 ８位 卓球個人（女子）西濃大会出場 ２年 福田 静
○中体連 市大会 １１位 卓球個人（女子）西濃大会出場 ３年 石田 理歩子
○中体連 市大会 １３位 卓球個人（男子）西濃大会出場 ３年 牧野皓紀
○中体連 市大会 １７位 卓球個人（男子）西濃大会出場 ３年 宮森海斗
○中体連 市大会 １５位 卓球個人（男子）西濃大会出場 ２年 澤田旺佑
○中体連 市大会 ２０位 卓球個人（男子）西濃大会出場 ２年 村上 漸
○中体連 市大会
６位 剣道部 ２年 関谷 泉吹
○中体連 市大会
９位 剣道部 ２年 関谷 晃介
○中体連 市大会 １０位 剣道部 ２年 一色 深生
○大垣市児童生徒相撲大会 ２年生個人戦 ３位
栗田 一志
○大垣市児童生徒相撲大会 ３年生個人戦 ３位
柘植 大和
○第５９回大垣市民水泳競技大会 ２年男子５０ｍ 自由形
２位
２年 小林 昂汰
○第５９回大垣市民水泳競技大会 １年女子５０ｍ 背泳
２位
１年 伊藤 由姫
○第５９回大垣市民水泳競技大会 ２年男子５０ｍ 平泳
優勝
２年 小林 昂汰
○第５９回大垣市民水泳競技大会 ３年男子５０ｍ 自由形 優勝
３年 日比 柊斗
○第５９回大垣市民水泳競技大会 ３年男子５０ｍ 背泳
優勝
３年 日比 柊斗
○第５９回大垣市民水泳競技大会 ２年男子５０ｍ 自由形 優勝
２年 山口 倖哉
○西濃中学生卓球大会（カデットダブルス）
ベスト８
２年 福田 静 田中 愛美
○西濃中学生卓球大会（カデットダブルス）
ベスト１６ ２年 村上 漸 澤田旺佑
○西濃中学生卓球大会（カデットシングルス） ５位 県大会出場 ２年村上 漸
○西濃中学生卓球大会（カデットシングルス） 県大会出場 ２年 澤田旺佑
○西濃中学生卓球大会（カデットシングルス） 県大会出場 ２年 細野 蒼空
○西濃中学生卓球大会（カデットシングルス） ５位 県大会出場 ２年 福田 静
○西濃中学生卓球大会（カデットシングルス） ９位 県大会出場 ２年 田中 愛美
○西濃中学生卓球大会（カデットシングルス） ９位 県大会出場 ２年 名和 薫乃
○西濃中学生卓球大会（カデットシングルス） 県大会出場
２年 清水 咲希
○大垣市長杯争奪卓球大会女子シングルス
３位
２年 福田 静
○県中学生女子新人選手権大会大垣支部予選
準優勝 県大会出場 ソフトボール部
○大垣市社会科課題追究学習作品展
佳作 ２年 海老 壱喜
○第３８回岐阜県中学校英語弁論大会西濃大会
優秀賞 多和田 芽依 優良賞 新屋 ジェシカ

９・１０月の主な行事予定
２日（月）第２学期始業式 命を守る訓練
１０月 ３日（木）高校一日入学
５日（土）土曜授業
３日（火）１・２・3 年実力テスト 基礎学（数）
７日（土）土曜授業
２１日（月）3 年実力テスト
１８日（水）体育大会（弁当持参）
２３日（水）小中合同教科研 午前授業
１９日（木）体育大会予備日（弁当持参）
２８日（月）学力推進事業公表会
２７日（金）生徒会立会演説会・選挙
３０日（月）中間テスト

