
ひっちゅう

８月行事予定

24 日(月) ２学期始業式

（給食あり・５時間日課）

進路説明会(14:45～)

３学年 PTA（13：00～）

25 日(火) ８組プール学習

27日(木) ８組施設・職場見学

諸費引落日

１・２年学力テスト

＜仲間を思いやる、信じる気持ち＞

今年の中体連大会も、多くの選手のプレーを

びを爆発させたり、負けて悔し涙を流したりという

しかし、一番印象に残っていたのは、仲間

同じチームの仲間として、祈るような気持

るものです。それは、長い時間共に練習してきた

それは部活動だけのことではありません

＜どんな夏休みに＞

ある人の言った言葉に、「成功の反対は

何かをしようとして起こる結果です。失敗

でも「何もしないこと」は、少しも前に進まないということです

明日からの夏休み、皆さんは目標を決めていることと

分が成功し、どの部分が失敗したかを評価

とのないようにして欲しいと思います。少しずつの

＜意識して欲しいこと＞

さて、最後に、夏休みはいつもより外出

痛ましい報道があります。また、自転車の事故

す。

「命はかけがえのないものです」自分の

しれませんが、現実はそうではありません

それでは２学期始業式に、明るく元気な皆

吹奏楽部 コンクール等出場

吹奏楽部が以下のコンクール等に出場

せるよう頑張ってください。なお、演奏曲

喜歌劇「こうもり」セレクション となっています

♪第 23 回とよひらフラワーコンサート♪

日 時 ７月 27 日（月）14:25～

場 所 わくわくホリデーホール（

♪第 60回全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会

日 時 ８月 7 日（金）13：１８～

場 所 札幌コンサートホール Kitara

※時間は多少前後する場合があります
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一学期終業式あいさつ

のプレーを見ることができました。勝負ですから勝ち負

したりという場面をいくつも見ました。

仲間を思いやり、信じる気持ちや姿です。

気持ちで応援する姿は、自分が出ていても、出ていなくてもすごく

してきた仲間だからこそのつながりなのだと思います

だけのことではありません。仲の良い友達や、学級や学年の仲間にも言える

は、失敗ではなく、何もしないことだ」というのがあります

からも学ぶものはあります。「失敗は成功のもと

まないということです。成長しないということです

めていることと思います。例えば、勉強について目標

評価できる積み重ねをして欲しいと思います。決して

しずつの成功を積み重ねて、夏休みを過ごしてください

外出する機会も多いと思います。毎年のように水の事故

事故も多くなっています。楽しい時間こそ慎重な

の命も、まわりの人の命もみんな同じです。ゲームではリセットすれば

はそうではありません。一度失われた命は決して戻ってきません。慎重な

皆さんと会えることを願って話を終わります。

等出場のお知らせ

出場します。日頃の練習の成果を出

演奏曲は シュトラウスⅡ世 作曲

となっています。

♪

（札幌市民ホール）

札幌地区大会（B編成）♪

Kitara

があります
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校長 鹿野内 憲一

負けはすごく大事です。勝って喜

ていなくてもすごく大事で、強く伝わ

います。

える結びつきです。

があります。これは、成功と失敗は

のもと」というのはそういうことです。

しないということです。

目標を決めていたら、毎日どの部

して、「何もしていない」日が続くこ

ごしてください。

事故で中学生が亡くなるという

な行動を意識して欲しいと思いま

ゲームではリセットすれば生き返るかも

な行動を心がけてください。



地区・ブロック大会

≪ソフトテニス≫

男子個人（W） 三浦（2-3） 藤田（2-1）ベスト 16

岩村(3-5) 高倉(3-5)ベスト 16

山本（2-6） 鈴木(2-4)ベスト 16

石尾(2-4) 野際(2-4)トーナメント 3 位

女子個人（W） 長谷川(3-3)加藤(3-4)ベスト 16

久保田(3-4)山本(3-5)ベスト 16

櫻庭(2-4)栗原(2-6) ベスト８

≪バスケットボール≫

1回戦 VS 常盤中 132 対 6

2 回戦 VS 陵北中 50対 31

3 回戦 VS 屯田中央中 36 対 69（3 回戦惜敗 全市ベスト 32）

≪バレーボール≫

男子 G ブロック

予選リーグ ブロック 2 位 全市大会へ

女子 J ブロック

予選リーグ 2 位 決勝トーナメントへ

決勝トーナメント VS 西野中 2 対 0

VS 柏丘中 2 対 0

VS 向陵中 0対 2

ブロック 2 位 全市大会へ

全市大会

≪バドミントン≫

男子団体 優勝 全道大会へ

○メンバー

菊地(3-4) 宝利（3-2） 平元（3-5） 宮崎（3-4）

池田（2-3） 伊東（2-3） 田川（2-5）

男子個人(S) 田川(2-5) ベスト 16 平元(3-5) ベスト 8

宮崎(3-4) 2 回戦で惜敗

男子個人(W) 池田(2-3) 伊東(2-3) ベスト 8

宝利(3-2) 菊地(3-4) ベスト 8

女子個人(W) 柴田(3-3) 村田(3-3)ベスト 16

≪卓 球≫

男子団体 予選リーグ敗退

女子団体 全市 3 位

男子個人 小渡(3-1) ベスト 16 福澤(3-1) ベスト 32

村上(3-1) ベスト 32 下川(3-1) ベスト 32

女子個人 山本(3-2) ベスト 16 大森(3-1) ベスト 16

古川(3-1) ベスト 16 佐藤(3-2) ベスト 16

≪バレーボール≫

男子 VS 北野台中 0対 2

女子 VS 真駒内曙中 0対 2

≪剣道≫ 橋本(3-2) 3 回戦敗退

中 体 連 結 果 速 報

一学期の振り返りと夏休みの過ごし方

三年三組 宮脇 晟沙

今年ももう一学期が終わりますね。みなさんの一学期はどうでしたか。一年生は、初めての人との出会いと新しい

仲間との学校生活。二年生は、クラス替えをし、新しい仲間と行った宿泊学習。三年生は中学校生活最初で最後の修学

旅行。どの学年も色々なことがあったと思います。そこで、僕はその中から二つの良い思い出を紹介します。

一つ目は、やはり修学旅行です。初めての代表で迎えた修学旅行は学ぶことが盛りだくさんでした。代表の仕事が

忙しくて他のことに手がまわらなかった時はクラスの人が手伝ってくれました。その時、クラスの人の優しさが感じら

れました。そして、列車内やホテルでは色々なことを話し合って楽しかったし、クラスの人達の知らなかった面も知る

ことができました。クラスの人との絆が深まり、とても良い修学旅行になったと思います。

二つ目は、中体連です。結果は、団体戦、個人戦どちらも予選落ちでとても残念な結果になってしまいました。あの

場面であそこに打っていれば、あそこでサーブが入ればなど悔しい試合をしましたが、悔いは残っていません。なぜ

なら、自分の全力を出し切っても負けてしまったからです。その後、何人かの後輩が「先輩お疲れさまです。」「今まで

ありがとうございました。」と声をかけてくれてとても嬉しかったです。こういう後輩を持ててとてもよかったと思い

ます。僕の修学旅行や中体連がこんなにも思い出深く残っているのは、一日一日を大切に過ごしていたからだと思い

ます。なので、みなさんもこれからの日常を大切にして、思い出の残る学校生活を過ごしてください。

さて、明日からは夏休みですが、みなさんは夏休みの過ごし方は決まっていますか。僕は受験生なので、毎日勉強

をする予定です。しかし、何も考えずにやると意味がないので一つ一つの事に目標を持って取り組みたいです。みな

さんもこの夏休みを有意義に楽しく、でも予定を持って過ごしてください。


