
教 育 目 標
～自ら学ぶ生徒～
～自ら活動する生徒～
～自ら鍛える生徒～第３号 平成２９年６月３０日(金)伊達市立伊達中学校

言葉と感情
校長 髙島 康範

来月19日に実施する運動会に向け、体育の授業や学年練
習が進んでいます。特に、全員リレーや新種目となる学級
対抗長縄跳びは練習から大いに盛り上がり、声援や歓声が
グラウンドに響いています。躍動する姿や一生懸命な姿を
見ていると、実に清々しいものです。先週、西胆振中体連
大会と一部競技の胆振大会、通信陸上大会が終了しました
が、他校生徒も含めて最後まで頑張る多くの姿を見ること
ができました。本校から、既に全道・全国大会へ出場を決
めている団体・個人種目がありますが、多くは７月１日か
らの胆振大会を控えています。ぜひ、納得し満足できる結
果を手にしてほしいと願っています。
さて、中学生を含む若い世代の活躍が社会で注目されて

います。卓球、陸上、アイスホッケー、スキージャンプな
ど、日本のみならず世界で活躍し、オリンピック・パラリ
ンピックなどの出場を目指すスポーツ選手には道内出身者
がたくさんいます。報道される以外にも多くの若者が日々
努力し、力を付けていることでしょう。
そして、号外新聞が出たりトップ記事になったりと話題

の中学生棋士、藤井聡太四段。３０年ぶりに記録を破られ
た神谷広志八段は「凡人がほぼ運だけで作った記録を天才
が実力で抜いたというのは将棋界にとって、とてもいいこ
とだと思います。」、漫画家柴田ヨクサルさんは「藤井聡太
四段は漫画を超えている。漫画でもこんなデビュー以来の
活躍ぶりは編集者に『ありえないからボツ』と止められる
ような展開だ。」とコメント
しています。短い表現なが
ら、凄さが端的に伝わりま
す。
また、藤井四段の「望外

の結果」「僥倖としか言いよ
うがない」などの言葉遣い
も話題となっているようで
す。ふと、「感情は言葉によ
って引き出される」との話
を思い出しました。

人間の感情はその人が理解している言葉がもとになっ

て引き出される。だから、「ムッとする」という言葉を

知らなければそのような感情をもつことはできない。最

近の若い人は怒りのボキャブラリーが乏しく、「ウザイ」

「ヤバイ」「キレル」の３段階しか持ち合わせていない

ので、最初はどんな状態でも「ウザ」く感じ、ちょっと

進むと「ヤバイ」となり、すぐに「キレ」てしまうこと

に繋がっていく。若者が「キレ」やすいというのは、こ

ういった理由もある。

「高揚」や「胸が高鳴る」という言葉を知らなければ、
ワクワク感やドキドキ感を味わうことができない、という
訳ではないと思うので、上の内容をすべて納得とはいきま
せん。しかし、言葉が感情や思考をより確かで豊かなもの
にしていくことは間違いありません。たくさんの経験と学
ぶことを通して、語彙を増やしていくことは、豊かに生き
ていくために大切です。
冒頭のグラウンド光景のように、内からあふれ出る感情

や言葉によって、学級・学年の絆が一層強まり、意識と行
動の質が高まっていく好循環の学校でありたいと思います。

6月23日(金)本校英語科の木村先生が、稀府小学校を訪問
し、稀府小学校と黄金小学校の6年生とともに英語活動(授
業)を行いました。ＡＬＴのランディ先生も参加して、Ｉca
n～、Ｉcan't～の使い方を練習しました。小学校でも英語
活動・授業が始まり、どの生徒も慣れた様子が伺えました。
本年度より稀府・黄金地

区が校区になり、これまで
以上に連携した取組を展開
して参ります。
当日は学校運営協議会(ｺ

ﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙ)委員の皆さん
にも参観していただきまし
た。

７月 １日（土）中体連胆振大会
２日（日）中体連胆振大会、英語検定
３日（月）学校祭係決め

社会を明るくする運動パレード参加
４日（火）2年宿泊研修事前集会、フッ素洗口日
５日（水）2年宿泊研修、3年高校説明会

全学年弁当持参日、PTA広報委員会(19:00～)
６日（木）2年宿泊研修、3年高校説明会(1年参加)

諸費納入日、職員室入室禁止(～19日)
７日（金）2年回復休、3学年学級・学年懇親会

同窓会役員会(19:00～)
８日（土）PTA生活環境草取り作業(9:00～)
９日（日）〈草取り予備日〉、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ全日本大会室蘭

地区予選(室蘭)、南部記念陸上大会(札幌)
１０日（月）部活なし、清掃強化週間(～14日)
１１日（火）運動会係会議、運動会学年練習(ｼﾞｬｰｼﾞ登校)
１２日（水）運動会学年練習(ｼﾞｬｰｼﾞ登校)、巡回小劇場

フッ素洗口日、清掃なし
１３日（木）運動会総練習(ｼﾞｬｰｼﾞ登校)、諸費納入日
１４日（金）全日本少年軟式野球全道大会(～17日富良野)

部活動待機
１５日（土）ｻｯｶｰ：ｶﾌﾞｽﾘｰｸﾞ(大滝)
１７日（月）海の日、吹奏楽伊達地区親善大会
１８日（火）運動会会場準備、市P連役員会(19:00～有珠

小)、部活なし(～19日)
１９日（水）運動会、清掃なし(～21日)
２０日（木）運動会予備日、運動会反省、部活動待機

学校祭一斉係会議、校内研修
２１日（金）街頭指導、定例職員会議、部活動待機

フッ素洗口日、諸費納入日
２２日（土）ｻｯｶｰ：ｶﾌﾞｽﾘｰｸﾞ(函館)、ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｻﾏｰﾚｸ(太陽

の園)
２４日（月）1，2年ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ、3年英語ﾃｽﾄ、ﾜｯｸｽがけ

終業式、全道決意表明
２８日（金）中体連全道大会(陸上：帯広、水泳：札幌、

剣道：東川)
３０日（日）吹奏楽日胆地区ｺﾝｸｰﾙ(苫小牧)

運動会のお知らせ
７月１９日（水）※雨天時は翌日へ順延
開 会 式 ８：３０ 競技開始 ９：００
午前終了 １２：３０ 午後開始 １３：３０
閉 会 式 １４：３０ 学級写真撮影
完全下校 １５：３０ ｽｸｰﾙﾊﾞｽ １６：００

現在、練習に熱が入っています。



【陸上部】（西胆振大会・胆振大会）
〈西胆振中体連大会〉
男子4×100ｍＲ 3位 46"82（志田原・廣瀬・岡田・大竹）
女子4×100ｍＲ 2位 53"19（遊佐・松田・田中・後藤）

個人男子(３位までの入賞者)
1年 100ｍ 2位 12"68 毛利 友哉(1年)
200ｍ 1位 23"29 志田原康太(3年)大会新
400ｍ 1位 50"98 志田原康太(3年)大会新・室蘭新

2位 56"96 西野 僚馬(2年)
800ｍ 3位 2'24"16 松澤 天翠(3年)
四種競技 1位 1664点 阿部 僚平(3年)

個人女子(３位までの入賞者)
800ｍ 3位 2'41"72 塚越 萌(3年)
1500ｍ 3位 5'36"09 塚越 萌(3年)
走幅跳 3位 4m32 松田こころ(3年)
砲丸投 1位 7m68 遊佐美羽夏(3年)

〈全日本中学校通信陸上競技 日胆地方大会〉
男子400ｍ 1位 志田原 康太(3年) 予選 50"56 決勝 51"29
この記録は、全国標準51"60を超えたので、中体連全国大会出場決定
です。全国大会は8月19日～22日まで熊本県熊本市で行われます。

※3位まで入賞者
男子4×100ｍR 1位 45"83 (志田原・大竹・岡田・廣瀬)
女子4×100ｍR 2位 52"63 (遊佐・松田・田中・後藤)
男子110ｍH 3位 17"98 阿部 僚平(3年)
男子走高跳 2位 1ｍ60 阿部 僚平(3年)
1年男子1500ｍ 2位 4'47"36 酒井 大和(1年)
3年女子100ｍ 1位 13"58 田中 歩果(3年)

2位 13"64 後藤 梨那(3年)
女子砲丸投 1位 8m36 遊佐美羽夏(3年)

※中体連全道大会(帯広市7月28日～30日)に出場する選手(9名)
(団体)
男子4×100ｍR (志田原・大竹・岡田・廣瀬)
女子4×100ｍR (遊佐・松田・田中・後藤)

(個人)
志田原(200ｍ・400ｍ) 岡田(200ｍ)・阿部（四種競技）
後藤(100ｍ・200ｍ) 田中(200ｍ)・遊佐(砲丸投)

【バドミントン】（西胆振大会）
団体戦 男子団体…準優勝

(洲﨑、菊地、小玉、粕谷、松浦、富田、田口)
女子団体…優勝

(牛坂、坂東、小川、佐々木、萱森、中野)
個人戦
男子ｼﾝｸﾞﾙ ：洲﨑 勇利(3年) ベスト８
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：田口 翔大(3年)・佐藤 貴哉(3年) ベスト８

菊地 広人(3年)・小玉 雄斗(2年) ベスト８
粕谷 龍斗(2年)・松浦 涼太(2年) ベスト８

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：小川 碧生(2年)・坂東 美羽(2年) ベスト４
(第3位)

以上,、胆振大会へ出場(苫小牧市駒澤大学体育館 7月1日)

【卓球】（西胆振大会）
団体戦 男子団体…優勝(9チーム参加)

(青木、栗山、近江、菅野、今野、佐藤、千葉、守家)
女子団体…優勝(6ﾁｰﾑ参加、そのうち2ﾁｰﾑｵｰﾌﾟﾝ参加）

(鈴木、菊地、菊谷、市嶋、枝川、大山、斎藤、細野)
個人戦(男子)

優勝…今野 陽介(3年) 準優勝…菅野 凌久(3年)
３位…青木 忠(1年) ４位…近江 星樹(3年)
10位…栗山寿輝也(2年) 11位…千葉 弥玖(3年)
13位…佐藤 迅人(3年)

個人戦(女子)
優勝…細野 礼華(3年) 準優勝…市嶋ほのみ(3年)
３位…斎藤美智瑠(3年) ４位…枝川 凜音(3年)
５位…鈴木 麻祐(1年) ８位…大山 華月(3年)
10位…千葉 瑛水(1年) 12位…菊地 優香(2年)

以上,、胆振大会へ出場(伊達市総合体育館 7月1日)

【野球】（西胆振大会）
1回戦 伊達 ○ 3 - 1 ● 室蘭桜蘭
2回戦 伊達 ○ 8 - 6 ● 登別西陵
決勝戦 伊達 ○ 7 - 1 ● 光陵 優勝

胆振大会へ出場(白老町桜ヶ丘球場 7月1日)
(苫小牧市緑ヶ丘公園 2日)

【サッカー】（西胆振大会）
2回戦 伊達 ○ 6 - 1 ● 登別緑陽

(得点者 本多2・坂下1・橘1・石丸1・岩田1)
準決勝 伊達 ○ 4 - 0 ● 室蘭東明

(得点者 石丸1・岩田1・市川1・橘1)
決 勝 伊達 ● 0 - 1 ○ 室蘭桜蘭 準優勝

胆振大会へ出場(伊達市まなびの里 7月1日)

【バスケットボール】（西胆振大会）
〈男子〉
１回戦 ● 室蘭翔陽 9- 6- 9- 8 ３２

○ 伊 達 7-15-13-11 ４６ 勝ち
２回戦 ○ 室蘭桜蘭 20-29-27- 2 ９９

● 伊 達 10-17- 2-12 ４１ 負け ベスト８
〈女子〉
１回戦 ● 室蘭東明 2- 8-13- 3 ２６

○ 伊 達 14-20-25-21 ８０ 勝ち
２回戦 ○ 登別緑陽 13-15- 9-17 ５４

● 伊 達 8- 9-11- 8 ３６ 負け ベスト８

【バレーボール】（西胆振大会）
予選リーグ

伊達● 0
5 - 25

2 ○室蘭翔陽7 - 25

伊達○ 2
25 - 7

0 ●登別緑陽 ﾘｰｸﾞ２位
25 - 10

決勝トーナメント
１回戦

伊達● 0
11 - 25

2 ○室蘭翔陽
ベスト８

8 - 25 (惜敗)

【ソフトテニス】（西胆振大会）
◆男子 団体戦 第３位 胆振大会へ出場

（舛田・草野・民谷・小泉・藤田・小渕・新屋・岩村）
《予選リーグ》 《決勝トーナメント》
伊達○2-1●登別鷲別 １回戦 伊達○2-0●洞爺
伊達○3-0●室蘭星蘭 準決勝 伊達●0-2○本室蘭

３位戦 伊達○2-0●登別緑陽
◆男子 個人戦 胆振大会へ出場

5位 民谷 彩翔(3年)・小泉 怜哉(3年)
6位 舛田 瑠晟(3年)・草野 慎一(3年)
14位 藤田 弘陽(3年)・小渕 喜希(3年)

◆女子 団体戦 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ惜敗
(佐藤(若)・佐藤(亜)・宗像・岡野・大内・若生・錠
・片平)

《予選リーグ》 《決勝トーナメント》
伊達○3-0●登別鷲別 １回戦 伊達●1-2○登別明日
伊達○3-0●室蘭桜蘭

◆女子個人戦 胆振大会へ出場
5位 佐藤 若菜(3年)・佐藤亜彩名(3年)
8位 宗像 聖良(3年)・岡野 真衣(3年)
12位 錠 琉菜(2年)・片平 結那(3年)
16位 下地 若奈(3年)・平田 ゆい(2年)

胆振大会(室蘭市高砂テニスコート 7月1日(団体)、2日(個人))

【剣道】（胆振大会）
個人戦(男子)

2年 和歌 恭佑 ～ 2回戦惜敗
佐野 蒼生 ～ 2回戦惜敗

1年 髙橋 育宜 ～ 3回戦惜敗
中川 拓海 ～ 3回戦惜敗
中川 祐斗 ～ 3回戦惜敗
田中 朝陽 ～ 準優勝(全道大会出場)

個人戦(女子)
3年 清野ちづる ～ 3回戦惜敗（ベスト８）

団体戦(男子)
予選リ－グ

対 苫小牧明倫中(１－１)○本数勝ち
対 室蘭桜蘭中 (３－１)○
対 苫小牧青翔中(４－１)○

決勝トーナメント
1回戦 対 室蘭西中 (３－１)○
2回戦 対 苫小牧明倫中(４－１)○優勝(全道大会出場)

※中体連全道大会(上川郡東川町7月28日～)

西胆振大会で引退となった3
年生、上位大会へと進むこと
になった生徒、様々な思いが
あると思います。これまでの
頑張りに労いの言葉とこれか
らの活躍にエールを贈りたい
と思います。
ますますの応援をよろしく

お願いいたします。


