
平成２６年７月１８日（金）                           学校報 第７号 

 一番うれしかったこと           北陵中学校長 福井 寛 

 保護者の皆さん及び地域の皆さんには、日頃より、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、心

より感謝申し上げます。今年も『生徒一人一人が大切にされた学校づくり』を目指して教育活動に努め

ています。皆さんからの貴重なご意見を参考に改善していることもありますが、まだまだ至らない点も

あります。学校と家庭・地域が連携を密にして、誠実でたくましい生徒を育てていきたいと思いますの

で、今後も北陵中生に関わっての気になること等ありましたら、すぐにご連絡をお願いします。 

 さて、明日から３９日間の夏休みが始まります。平成２６年度の３ヶ月半の学校生活で示したチャレ

ンジ精神や誠実さを引き継いで、命を大切にして、心と体を一回り成長させられる生活を期待していま

す。『努力は人を裏切りません』よ。家庭での協力（理解や助言）もお願いします。 

 ところで、この３ヶ月半に北陵中生が見せてくれたうれしい姿がたくさんありました。着任式や始業

式での先生紹介の時の温かい拍手。仲間との絆を深めることができた宿泊研修での姿。地域でのボラン

ティア活動（清掃や演奏等）。市総体や中体連での活躍等、本当にたくさんありました。その中で、私

が校長として一番うれしかったことは、次のことでした。 

 ６月９日から始まった、南舎の耐震工事についてのアンケート（６／２３実施）結果には、胸が詰ま

り涙がこみ上げてきました。鉄筋コンクリートのベランダや犬走りを撤去するにあたり、教室の南側の

窓ガラスを閉めたままベニヤで覆い隠し、振動と騒音が断続的に繰り返される日々がありました。そん

な状況下でのアンケートには、当然のように「我慢できない」「先生や仲間の声が聞こえない」「頭が

痛くなる時がある」などの回答や意見がありました。今後の工事に参考になるようにとの思いで実施し

ましたが、何と「我慢できない」との回答（９８名）よりも「我慢できる」と回答した生徒の方がが多

く、３４６人もの生徒がいました。（当然、我慢できるけど話が聞こえないという回答は多くありまし

た）そして、意見の記述欄には、「大丈夫です。暑いと思いますが工事がんばって下さい。」「耐震工

事は大切なことなので、終わるまで我慢します。」「長い時間かけても良いから安全に作業して下さい。」

「事故無く、無事終わることを祈ってます。」「地震がいつ来ても大丈夫な学校を作って下さい。」等々

の文字が…。工事打合会で読まれた工事関係者や教育委員会の担当者も感激でした。それよりも前から、

体育などで生徒がいない教室近くを選んで工事を進めるなどの配慮をして下さっていたこともわかっ

て感動が２重になりました。北陵中生の「純粋さ」「思いやりの心」を目の当たりにした一番うれしい

ことでした。 
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子どもの自立をめざして～人の役に立つことの喜びを味わわせる～ 

               多治見市教育委員会 

 「子どもへの言葉かけ」が子どもの自立にとってとても大切です。 

 今年度の岐阜県 PTA 連合会定期大会の講師：菅原裕子氏の「子どもの心のコーチング」でのお

話では、子どもの自立には①愛すること ②責任（反応する能力＝問題解決能力）③人の役に立つ

こと・・が大切であるということです。その③について、 

子どもがお手伝いなどをした時に「あなたメッセージ」ではなくて「私メッセージ」の言葉かけ

が大切である。「えらいね。すごいね。」ではなくて「ありがとう。うれしいよ。とっても助かった

よ。」という言葉がけが、自分は人の役に立ててうれしいという気持ちを育てていくというのです。

そんな言葉がけにより「自分が人の役に立っているという喜び」を味わわせることが、将来の自立

に向かう大切な心を培うことにもつながるのですね。 

 



 

 

７月１２日までの中学校総合体育大会の結果です。１９日から本格的に東濃大会が始まります。 

  多治見市大会 東濃地区大会 

陸上男子 
男子総合３位 三浦広幸（走り高跳び）４位（県大会出場） 

加藤兄野（１年 １５００ｍ）１位（県大会出場） 
男女総合３位 

陸上女子 中村芳奈（砲丸投げ）３位（県大会出場） 
女子総合 

剣道男子 

団体 ５位（東濃出場） 
個人 伊東 照暁 １年 ４位 
    稲垣篤太郎 ３年 １位 
    酒井   響 ３年 ７位 
    松永 和也 ３年 ８位 

団体 惜敗 
個人 伊東 照暁 １年 ４位（県出場） 
    酒井   響 ３年 ２位（県出場）  
    松永 和也 ３年 ３位（県出場） 
    稲垣篤太郎 ３年 ６位（県出場）     

剣道女子 
団体 ５位（東濃出場） 
個人 鈴木 聖来 ２年 ２位 
    伊佐治友香 ２年 ４位     

団体 惜敗 
個人 鈴木 聖来 ２年 ３位（県出場） 

水泳男子 

団体 優勝 
400ｍメドレーリレー １位 
400ｍリレー １位  
50ｍ自由形 １位 兵頭 律樹 
200ｍ個人メドレー １位 播摩 宥晟 
100ｍ自由形 ２位 各務 吾聡 
100ｍバタフライ ３位 播摩 宥晟 
100ｍ背泳ぎ ２位 播摩 睦熙 
100ｍ平泳ぎ １位 兵頭 律樹 
200ｍ自由形 １位 各務 吾聡  

400ｍメドレーリレー ２位 
400ｍフリーリレー ３位 
100ｍ平泳ぎ １位 兵頭 律樹 
100ｍ背泳ぎ ２位 播摩 睦熙 
100ｍ自由形 ３位 各務 吾聡 
200ｍバタフライ ３位 播摩 宥晟 
               （以上県出場） 

水泳女子 

団体２位 
400ｍメドレーリレー ３位 
400ｍリレー ３位 
400ｍ自由形 １位 岩田 麻誉 
50ｍ自由形 ２位 村尾 麗奈 
100ｍ自由形 ３位 村尾 麗奈 
100ｍ平泳ぎ ３位 長瀬  幸 
200ｍ自由型 ３位 岩田 麻誉 
200ｍ背泳ぎ ２位 小南 歩佳 
200ｍ平泳ぎ ２位 長瀬  幸 
         ３位 香川知代 

400ｍ自由形 ３位 岩田 麻誉（県出場） 

バスケット男子 惜敗   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

バスケット女子 優勝（東濃出場） 

卓球男子 団体３位（東濃出場） 

卓球女子 惜敗 

バレー女子 惜敗 
野球 惜敗 

バドミントン 
男子 

団体 優勝（東濃出場） 
個人（以下東濃出場）  
シングルス準優勝 岩田 
       ３位  武井 
ダブルス優勝 加木屋・藤井ペア 
       ２位 鈴木・渡邊ペア 

バドミントン 
女子 

団体 優勝（東濃出場） 
個人（以下東濃出場）  
シングルス３位 藤岡 
       ５位 竹内 
ダブルス準優勝 長尾・鈴木ペア 
       ５位 川島・石本ペア 

サッカー 準優勝（東濃出場） 

テニス男子 

団体Ａ 準優勝 北陵中Ａ（以下東濃出場） 
   Ｂ 準優勝 北陵中Ｃ 
   Ｂ ３位   北陵中Ｂ 
個人 ６位 木澤・河合ペア 
    16位 長瀬・水野ペア 
        岡本・兼松ペア  

テニス女子 
団体６位 
個人 ５位 土屋・土屋ペア（東濃出場） 

ソフトボール 優勝（東濃出場） 

吹奏楽部   

 

 
 

7月 22日（火） 

23日（水） 学校開放日 

28日（月）  

7月 24日（木） 音楽クラブ発表会 14:00 

        （多治見市文化会館） 

8月 2日（土）  PTA夜間パトロール 

8月 9日（土）  教育フォーラム 13:30 

        （笠原中央公民館） 

8月 11日（月）   口座振替日 

      （夏休みも学校集金があります。） 

8月 24日（日）  PTA奉仕作業 8:00 

8月 27日（水）  夏休み明け集会 

         自活発表会 

9月 6日（土）  市科学作品展 

7日（日）   （多治見市文化会館） 

9月 18日（木） 北陵中学校体育祭 


