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校長 安藤泰敏   
 

早いもので明日から、４０日間の夏休みがスタートします。これまでに 

身に付けた力で、自立の夏休みに挑戦することになります。学校では、入 

学式・始業式で「成長のＪカーブ」について話しをしてから、３ヶ月を過 

ぎ、そろそろ成果を感じることができる時期に入ってきました。取り組み 

はじめても成果を感じられない期間は、およそ３ヶ月あると言われていま 

す。この期間に諦めず、自分の目標を忘れずに取り組んだ人は、何らかの 

手応えを感じる時期に来ているはずです。目に見えた成果ではなくても、 

取り組んでいることを「～しなければならない」から「～したい」へと変 

化に向かったのではないかと思います。 

その一つがクラブや部活動で取り組んだ成果をみる中体連の試合です。いくつかの試合を直接見ることが

できましたが、接戦の中でも諦めない姿が印象的でした。北陵中学校の教育目標「よく考え 助け合って や

りぬく」の「やりぬく」姿だったと思います。また、各学級・学年共に宿泊体験学習を通して大きな成長が

あり、学級としてのまとまりや学年としてのまとまり、良さを共有できた活動が生まれています。この３ヶ

月半で身に付けた力は、一人一人の力になっています。これからしばらくの間は、夏休みに入ります。身に

付いた力を頼りに一人一人が自立した生活に挑戦することになります。自立と言っても保護者の皆様の支え

があっての自立です。授業日以上に支えていただくことも多いと思いますが、よろしくお願いします。４０

日間という長期の休みですが、目標もなく過ごせば、何の力も付きません。三者懇談や個別の相談を通して

つくってきた目標を大切にし、その目標を「やりぬく」夏休みにしてほしいと願っています。また、自立の

夏休みは、自律の力が試される時です。自分の生活を自分でコントロールする力は、暑い多治見ではなおさ

ら要求されます。暑さに主導権を奪われないためにも「早寝 早起き 朝ご飯」を心がけてほしいと思いま

す。夏休みの根底は、なんと言っても「いのち」健康です。８月２７日には、全員の元気な顔に出会えるこ

とを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多治見市立北陵中学校 

     多治見市旭ヶ丘１０－６ 

TEL ０５７２－２７－６０６８ 

http://school.city.tajimi.lg.jp/hokryo/ 

  

大切な「親（家族）子の話し合い」 

多治見市教育委員会 

４月に市教育委員会・市校長会・市PTA連合会から配布された「インターネット利用可能な機器

を渡す時」、また、５月末に県教育委員会から配布された「みんなで家庭教育～話そう！語ろう！わ

が家の約束～」運動のリーフレットは家庭で生かされていますか？ 

いずれの取り組みも、親（家族）と子どもが、「一緒に話し合う」ことに意味があります。また、

取り組みの中で「自分が決めた約束や役割を果たす」ことで認められ、「他の役に立っている」と実

感できることが、子どもの心を育てます。 

長い休みが始まります。この機会に、約束やお手伝いなどを今一度確認し合ったり、話し合ったり

しましょう。 

 ※多治見市子育ち情報：多治見市公式ホームページ（HP）を開くと、お腹の中の赤ちゃ

んから中学生までの期間（４・３・６・３期）の子育ちに関する事業などの情報を得ること

ができます。（「多治見市公式HP」→「多治見市子育ち情報Facebook」→情報） 

HPを開くことができたら、ぜひ情報を読んでみてください。 

夏休みをやりぬく 
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７月１２日までの中学校総合体育大会の結果です。１８日（土）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 1，2年 1500ｍ 第３位 小島龍斗  

陸上女子 

女子共通 1500ｍ 第 3位 加藤里菜   
女子共通 800ｍ  第 3位 澤矢琴音 
女子共通 800ｍ  第 2位 澤矢明音   
女子 1年 100ｍ  第 3位 澤矢明音 

女子共通 800ｍ第 5位 澤矢明音(県出場) 

剣道男子 
男子団体 惜敗 
2年男子 3位 伊藤照暁 
3年男子 3位 藤島克海 

2年男子 伊藤照暁 惜敗 
3年男子 藤島克海 惜敗 

剣道女子 
女子団体 4位(東濃出場) 
1年女子 3位 稲垣遥 
3年女子 5位 鈴木聖来 

団体 2位(県出場) 
３年女子 鈴木 聖来 ６位（県出場） 
１年女子 稲垣 遥  １位(県出場) 

水泳男子 

男子団体 優勝 
男子２００Ｍバタフライ優勝 及び 
男子１００Ｍバタフライ第２位 播摩宥晟 
男子１００Ｍ自由形優勝 及び 
男子２００Ｍ自由形第２位   各務吾聡 
男子２００Ｍ背泳ぎ 優勝  中田龍之介 
男子５０Ｍ自由形 優勝 及び 
男子１００Ｍ背泳ぎ 第２位 播摩睦熙 
男子１００Ｍ平泳ぎ 及び 
男子２００Ｍ平泳ぎ 第２位 佐藤奎斗 
男子４００Ｍリレー 第２位 
各務・播摩宥・中田・播摩睦   
男子４００Ｍメドレー 第２位 
 播摩睦、佐藤、播摩宥、各務 

男子団体 ３位 
佐藤奎斗 男子２００Ｍ平泳ぎ ２位 
男子４００ｍリレー ３位 
各務吾聡・播摩宥晟・佐藤奎斗・播摩睦熙 
播摩睦熙 男子５０Ｍ自由形 ３位 ＆  

男子１００Ｍ背泳ぎ 優勝 
各務吾聡 男子２００Ｍ自由形 ２位 ＆ 

 男子１００Ｍ自由形 ３位 
播摩宥晟 男子１００Ｍバタフライ ２位 
男子４００Ｍメドレーリレー ２位 
播摩睦熙・佐藤奎斗・播摩宥晟・各務吾聡 
               （以上県出場） 

水泳女子 
女子団体 6位 
女子４００Ｍ自由形 第２位 岩田麻誉 
女子５０Ｍ自由形 第３位  香川知代 

標準記録突破により県出場 
岩田麻誉 香川知代 

バスケット男子 男子団体４位(東濃出場) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

バスケット女子 女子団体４位(東濃出場) 

卓球男子 
男子団体惜敗 
シングルス 第３位 田中 星弥(東濃出場) 

卓球女子 惜敗 
バレー女子 惜敗するも、記念すべき１勝 
野球 惜敗 

バドミントン 
男子 

男子団体優勝(東濃出場) 
シングルス 優勝  武井一希 
シングルス 準優勝 杉浦 輝 
シングルス 第３位 渡邉大祐 
ダブルス  優勝  藤井 豪  鈴木翔大 
ダブルス  第３位 平崎海都  市原知樹 

バドミントン 
女子 

女子団体優勝(東濃出場) 
シングルス 第３位 竹内友衣子 
ダブルス  準優勝 三宅咲衣  牛田怜菜 

サッカー ５位（東濃出場） 

テニス男子 

男子団体 A３位 北陵中Ａ(東濃出場) 
男子団体Ｂトーナメント 準優勝北陵中Ｂ 
               ３位北陵中Ｃ 
個人戦ベスト８  岡本京介 西村匠生 
     ベスト１６ 大岩哲兵 木股渓一郎 
            長瀬功樹 水野港斗 
            杉浦秀飛 川崎雄大 
            岡本頼 堂ノ脇琉晟 

テニス女子 
女子団体３位(東濃出場) 
個人戦３位    塩崎 夏菜 土屋奈々 
個人戦ベスト８  丸山ななほ 安藤由衣 

ソフトボール 優勝（東濃出場） 

吹奏楽部   

 

 
 

7月 21日（火） 学校開放日① 

22日（水） 学校開放日② 

27日（月） 学校開放日③ 

7月 23日（木） 音楽クラブ発表会 14:00 

        （バロー文化ホール） 

8月 1日（土）  PTA夜間パトロール 

8月 10日（月）   口座振替日 

      （夏休みも学校集金があります。） 

8月 22日（土）  教育フォーラム 13:30 

        （バロー文化ホール） 

8月 23日（日）  PTA奉仕作業 8:00 

8月 24日（月） 学校開放日④ 

25日（火） 学校開放日⑤ 

8月 27日（木）  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 


