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1学期を締めくくる運動会、終了

充実した夏休みに
校長 髙島 康範

７月に入ってから暑い日が続いています。特に１３日
（木）は、３０ ３℃まで気温が上がりました。アメダ.
ス伊達観測所の記録を調べてみたところ、７月としては
第３位（１位は２０１２年の３０．９度 、また最高気）
温としては１１位（１位は同じく２０１２年の３２．６
℃）の暑さだったことがわかりました。ちなみに、大滝
区の最高気温は１９９９年の３３．０℃です（当時は大
滝村 。３５℃以上の猛暑日がなく、さすがは住みやす）
い伊達という認識を新たにしましたが、寝苦しい夜は数
日続きました。

先週の運動会は、風がややあったものの７月としては
比較的過ごしやすい一日の中で終えることができまし
た。壮行式の独自開催、新種目の導入など、従来と異な
った時期・内容で行った運動会でした。体育の授業での
指導を十分に行った上で実施し、短期集中の練習による
ケガを防止することを目指し、他の行事や中体連大会等
の兼ね合いで７月の実施としたところです。今年度の成
果と課題を踏まえ、次年度はより教育成果が上がる行事
にしていきたいと考えます。ご来校いただいた来賓、保
護者、運営にご協力いただいた交通安全協会や関係の皆
様に、また、生徒の熱中症予防に係る様々なご協力をい
ただきましたことにお礼申し上げます。

さて、統合初年度の１学期が終了します。この間、生
徒たちは日々の授業の他に、生徒会・学級活動、旅行的
行事や部活動、上記の運動会などを通して多くの学びと
貴重な体験を得てきました。それをどれだけ意味のある
素晴らしい「もの（成長の糧・財産 」にできるかは、）
意識の持ちようです。高いレベルの意識を保つには、本
人だけではなく家庭での支援も必要です。本日お渡しし
た通知表を活用し、ぜひ家庭で１学期の成長と課題を確
認し、自分が持っている力を発揮できるような励ましの
場を持っていただければ幸いです。

北海道の短い夏を存分に楽しんでほしい思いはありま
すが、１学期にせっかく積み上げてきた学習習慣や生活
リズムを崩さない努力が必要です。家族といる時間が多
くなるとは言え、中学生の夏休みの過ごし方は、まさし

く本人の意識によるところです。夏休みが、２学期以降
の「低下・停滞」の原因になるか、傾きが急になる成長
線のターニングポイントなるかは大きな違いです。まず
は「やる気 。定時に起き、食事をするなど、まず体を」
動かすことから始まります。初日から、または数日後に
立てた計画をあきらめ、ダラダラとした状態に陥ったと
しても、一声かけてあげれば修正し、前に踏み出せる生
徒も多いかと思います。人生の先輩として、また多くの
夏休みを過ごしてきた経験者として、アドバイスをよろ
しくお願いいたします。２学期の始業式（８月１８日）
には、力を蓄え、引き締まった表情で臨む生徒たちに会
えることを楽しみにしています。

小雨が残る7月5日朝、1泊2日の2年生宿泊研修がスタート
しました。ニセコ方面は山間もあり、雲が低く垂れ込めて
いました。羊蹄山の姿はまったく見えずに現地到着、しか
し、午後のラフティングが始まるころには晴天となり、夏
の日差しの下、水遊びに夢中になりました。

2日目の小樽、札幌の自主研修も全員無事に自力で集合場
所へ到着し、疲労と達成の表情でした。スローガン「Ｙ(よ
く気づき) Ｄ(団結力のある) Ｋ(子どもたち)」はこれか
らも2学年に生きていきます。

2年生 宿泊研修(ニセコ・小樽・札幌)

例年5月下旬の開催より約2ヶ月遅れさせた今年度の運動
会は、一番の心配は夏の暑さでした。しかし当日は曇り空
で日光は遮られ、気温も上がらず、絶好の運動会日和とな
りました。

今年度から取り組む学級ごとの長縄跳びは、どのクラス
も一生懸命に練習をしてきました。本番で思いがけず練習
ではなかったような好成績を収めたクラス、練習の成果を
十分に発揮できなかったクラス、結果はさまざまでした。

新たな伊達中学校の伝統になる運動会、生徒も教師も一
丸になってつくり上げた運動会でした。当日ご来場いただ
きました皆様、ご声援・激励ありがとうございました。

夏休みは思わぬところに「危険」や「落とし穴」が待
ちかまえています。つい気がゆるんで思わぬ事故に遭う
こともあります。指導部から出されているプリントに目
を通し、十分気をつけて夏休みを過ごしてほしいと思い
ます。2学期始まりは「生活リズムチェックシ
ート 「ノーゲームデー」の取組もあります。」

◎早寝、早起きをして生活リズムを崩さない
よう心がけ ましょう。帰宅時間は厳守です。

◎1学期の復習を中心に計画的に学習を進めましょう。
◎事故から身を守りましょう。

・水の事故、海や川での水遊びに気をつけましょう。
・自転車の乗り方には特に気をつけましょう。

、 。◎スマホ ネットのトラブルには十分気をつけましょう

夏休みの生活には十分注意を！



（ ）【 】陸上部 全日本中学校通信陸上競技 北海道日胆地方大会
男子4×100ｍＲ 1位 45"83（志田原・廣瀬・岡田・大竹）
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)

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。

※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)

（中体連胆振大会）【バドミントン】
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…第3位

(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) 初戦敗退
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：田口 翔大(3年)・佐藤 貴哉(3年)2回戦敗退

菊地 広人(3年)・小玉 雄斗(2年) 初戦敗退
粕谷 龍斗(2年)・松浦 涼太(2年)2回戦敗退

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：小川 碧生(2年)・坂東 美羽(2年) 初戦敗退

(全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会)ｼﾞｭﾆｱ新人の部室蘭地区予選
男子ｼﾝｸﾞﾙ ：粕谷 龍斗(2年)…ベスト8

小玉 雄斗(2年)…ベスト8
松浦 涼太(2年)…ベスト8
鈴木 聖司(1年)…初戦敗退

女子ｼﾝｸﾞﾙ ：坂東 美羽(2年)…ベスト4
小川 碧生(2年)…ベスト8
佐々木真菜(2年)…初戦敗退
牛坂 望愛(2年)…初戦敗退

坂東 美羽(2年)さんは全道大会(稚内市8/7、8)へ

（中体連胆振大会）【野球】
1回戦 伊達 ● 0 - 3 ○ 苫小牧沼ノ端（延長9回）惜敗

(全日本少年軟式野球北海道大会)
1回戦 伊達 ● 2 - 5 ○ 富良野西 惜敗

（中体連胆振大会）【ソフトボール】
決勝 伊達 ● 2 - 11 ○ 苫小牧青翔 惜敗

（中体連胆振大会）【卓球】
団体戦 男子団体…第3位(8チーム参加)

(青木、鈴木、近江、菅野、今野、佐藤、千葉、守家)
女子団体…優勝(8ﾁｰﾑ参加）

(鈴木、菊地、菊谷、市嶋、枝川、大山、斎藤、細野)

個人戦(女子)
3位…市嶋ほのみ(3年) 4位…鈴木 麻祐(1年)
7位…細野 礼華(3年)

団体女子、個人ﾍﾞｽﾄ8までは全道大会へ出場(日高門別8/1～3)

（中体連胆振大会）【サッカー】

伊達 ○ 8 0 ● 苫小牧東
準決勝 5 - 0

3 - 0
(得点者 岩田1・坂下1・本多5・高橋1)

伊達 ○ 1 0 ● 室蘭桜蘭
決 勝 0 - 0

1 - 0
優勝 (得点者 松下1)

全道大会へ出場(旭川市7/28～30)へ

（中体連胆振大会）【柔道】
団体戦 男子団体…優勝

(田村、鈴木、秋田、渡部、五十嵐)
女子団体…優勝

(府川、葛西、古沢)
個人戦 男子 50kg級 古沢 慶(2年) 2回戦敗退

田村 悠睦(3年) 1回戦敗退
55kg級 大関 龍翔(2年) 2回戦敗退
66kg級 秋田 優斗(3年) 優勝

鈴木 大輔(3年) 準優勝
81kg級 渡部 一実(3年) 優勝
90kg級 五十嵐大陸(1年) 優勝

女子 40kg級 府川 萌黄(2年) 優勝
48kg級 古沢 舞(3年) 優勝

葛西 美柚(2年) 準優勝

優勝者は全道大会(厚沢部町7/29、30)へ

（中体連胆振大会）【ソフトテニス】
◆男子 団体戦 1回戦敗退

伊達中●１－２○白老白翔中
（舛田・草野・民谷・小泉・藤田・小渕・新屋・岩村）

◆男子 個人戦(ダブルス)
民谷 彩翔(3年)・小泉 怜哉(3年) 初戦敗退
舛田 瑠晟(3年)・草野 慎一(3年) 初戦敗退
藤田 弘陽(3年)・小渕 喜希(3年)2回戦敗退

◆女子 個人戦(ダブルス)
佐藤 若菜(3年)・佐藤亜彩名(3年) 初戦敗退
宗像 聖良(3年)・岡野 真衣(3年) 初戦敗退
錠 琉菜(2年)・片平 結那(3年) 初戦敗退
下地 若奈(3年)・平田 ゆい(2年) 初戦敗退

８月 １日（火）中体連全道卓球大会(～3日)
３日（木）バレー部ジュニアキャンプ(～4日)
５日（土）伊達武者まつり(～6日)、陸上大会(～6日)
６日（日）卓球ジュニア大会

科学部室工大ｻｲｴﾝｽｽｸｰﾙ(8日)
７日（月）井下杯・洲崎杯ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会(高砂)
８日（火）卓球部室蘭強化練習会
９日（水）同窓会ビールパーティー

バスケ部強化練習会(～ 日)10
１１日（金）山の日、卓球部一般大会
１７日（木）夏季休業最終日、定例職員会議、部活なし

諸費納入日
１８日（金）2学期始業式、表彰集会、街頭指導(～24日)
１９日（土）中体連陸上全国大会(熊本～22日)

ソフトテニス西部地区秋季大会(～20日)
２０日（日）胆振西部PTA研究大会(若草小9:30～)
２１日（月）学校祭準備期間開始
２３日（水）フッ素洗口日、ﾉｰｹﾞｰﾑﾃﾞｰ
２４日（木）2年職業体験ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、諸費納入日

第3回PTA役員・理事会
２５日（金）部活・清掃なし
２８日（月）市教研部会、部活・清掃なし
２９日（火）フッ素洗口日
３０日（水）全学年学力テスト
３１日 木 伊達市英語暗唱大会(13:00～C.C)（ ）

諸費納入日、部活なし

（中体連胆振大会）【剣道】
個人戦(男子)

田中 朝陽(1年) 準優勝(全道大会出場)
団体戦(男子)

伊達中 優勝(全道大会出場)

中体連全道大会(上川郡東川町7/28～29)へ

第43回伊達武者まつりPRﾎﾟｽﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｸｰﾙ）【美術部 （】

〈中学校の部〉2年生 沖野 理美 優秀賞

沖野理美 優秀賞

全道大会、全国大会へと勝

ち進む選手・チームがあり、

引き続き応援をお願いいたし

ます。一方、惜しくも負けて

しまったチーム。来年につな

がる悔いのない試合だったと

思います。3年生には誇りをも

って生引退してもらいたいも

のです。お疲れ様でした。

諸大会結果


