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～ 中体連 市内大会が行われました ～ 

 
 
 大会スローガン「自らみがこう 心とからだ！」のもと、６月２６日（土）

と２７日（日）の２日間にわたって、中体連市内大会が市内各所において行わ

れました。 

 コロナ禍の中、２週間前からの体調管理に加え、応援する生徒・保護者の会

場への入場制限や、消毒および換気等の感染対策に十分に配慮しながらの開催

となりました。生徒たちも、４月後半から、県の「第４波」非常事態対策、ま

ん延防止措置等を受け、十分に練習が行えない中での大会となりましたが、ど

の部も精一杯挑むことができました。 
 

《 多治見市内大会の団体戦の結果 》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多治見市立北陵中学校 

     多治見市旭ケ丘１０－６ 

TEL ０５７２－２７－６０６８ 

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

親育ちコーナー  親子で「楽しく」体を動かそう！ 
                     保健センター 

みなさん、「たじみ健康ハッピープラン」をご存じでしょうか？ 

多治見市では、平成 29年に多治見市民健康調査を実施し、その結果から明確になった健康課題の達成に向けて、

各年代に目標値と行動計画を設定しています。その中で、「毎日 60分以上の外遊びをする子どもの割合を増やす」

「子どもの健全な成長にとって、毎日 60分以上の外遊び・運動・スポーツが大切であることを知っている人の割

合を増やす」という目標があります。そこで、保健センターでは、親子で運動する機会を設けるために、多治見

市内の各地区で乳幼児の親子向けに「親子さんぽ」を実施しています。参加者からは、次のようなお話をいただ

きました。 

「普段の道でも子どもの目線に立って散歩することで新たな発見があり親自身も楽しむことができた。」 

「親子さんぽを通じて、子どもの頑張りや、成長を感じることができた。」 

「子どもの興味のあることを新たに知ることができた。」 

兄弟に乳幼児期のお子様がいらっしゃる方はぜひ参加してみてください。幼い時期に運

動の習慣をつけることは、健全な発育を促すことに加え、生涯にわたる健康習慣を身に付

けることになります。また「楽しく」が習慣化させるポイントです。おさんぽだけでなく、

みなさんのご家庭に合った方法で、親も子も「楽しく体を動かす」ことを実践しましょう。 

 
○バスケットボール                ○卓球 

男子…準優勝 女子…３位             男子…惜敗 
 

○バレーボール                  ○バドミントン 

 男子…優勝（小泉中と合同） 女子…優勝      男子…準優勝 女子…準優勝 
 

○野球…惜敗                   ○サッカー…３位 
 

○剣道                      ○水泳 

 女子…惜敗                            男子…準優勝 女子…優勝 
 

○ソフトテニス                  ○陸上 

男子…惜敗 女子…惜敗              男子…２位 女子…惜敗 
 

○ソフトボール…合同チームで東濃大会出場（市内大会なし） 
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「野球から得た学び」 

教育実習生：河地 京太（かわち けいた）さん 
 

僕は 7 年前、この北陵中学校を卒業し、多治見高校に進学しました。

小学校から野球を続けていて、その流れで多治見高校でも野球部に入り、

３年間、野球漬けの毎日を過ごしました。もうすでに、何人かの人は知

っていると思いますが、僕はエースピッチャーとして、高校２年の秋に

岐阜県大会で優勝し、その結果、高校３年の春、２１世紀枠として選抜

甲子園に出場しました。 

初戦で、兵庫県の強豪校である報徳学園に０－２１という大差で負けてしまいましたが、今日は、そ

の経験の中で得た学びを皆さんにお伝えしようと思います。野球に限らず、普段の生活にも役に立つと

思うので是非聞いてください。 

さて皆さん、皆さんは普段から「考えて」

行動していますか。「今、自分には何が必要で、

何をやらなくちゃいけなくて、そのためにど

うしたらいいのだろう？」と、考えたことが

ありますか。そんなことは考えないで、すぐ

目の前にある自分が楽しいと思えることに飛

びついていませんか。 

実際、僕も中学生の頃はそこまで考えた行動をしようなんてことはありませんでした。ですが、僕ら

が公立高校でありながら県大会で優勝し、甲子園まで行けた理由はそこにあると思っています。多治見

高校にはとても狭いグラウンドしかありません。近くに野球場はありますが、そこが使えない時にはサ

ッカー部と狭いグラウンドを分け合って練習をしていました。さらに、多治見高校は進学校のため、毎

週のように小テストがあり、部活の時間も少なかったです。練習環境としては全く良いものではありま

せんでした。ですが、そんな環境の中で練習するうちに、あることを学びました。それが、考えて動く

ことの大切さです。狭いグラウンド、短い時間、限られた制限の中で、できることなんてほとんどあり

ません。だからこそ、自然と考えて練習に取り組むようになりました。どうやったらうまくいくのか、

空いた時間でできることはないか、そうして考えたことを行動に移し、短い時間の中で繰り返し取り組

んでいったことが２１世紀枠での選抜甲子園出場につながったのだと思っています。 

高校野球生活の中で、特に印象に残っている言葉があります。「日常生活でできないことは野球でも

できない。」という言葉です。逆に言えば、「野球でできることは日常生活でもできる。」ということで

す。このことは、野球に限らず、いろんなことにも当てはまることです。僕も、変化球の握りとか、投

げるフォームとか、そういったものを調べながら練習をしていました。野球で考えて行動するようにな

ってから、だんだん普段の生活の中でも、どうやったらいいのかとか、どうすればこの作業が早くでき

るか、とかを自然と今まで以上に考えるようになりました。 

 

 

６月１７日（木）のＧＴ（学習タイム）の時間に、教育実習生から全校に向けて進路の話をしてもら
いました。彼は北陵中の先輩であり、多治見高校野球部出身です。進学校でありながら、県大会で優
秀な成績を収めたことで、21世紀枠で甲子園出場の夢を果たしました。その中で学んだこと、日常を
大切にすること、目標や意味を考えて行動することなどを全校生徒に向けて話してくれました。自作
のプレゼンも用意して、真摯に語ってくれました。生徒達も先輩の話に真剣に耳を傾けていました。
とても良い進路講話となりました。 
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別の場面で考えてみましょう。学校生活の中で、先生に注意されて「うぜえ」とか「うっとうしい」

とか思ったことある人、いると思います。では、なぜ注意されるのでしょうか。部活動やクラブでいえ

ば、なぜ、コーチや監督に怒られるのでしょうか。気付いている人もいると思いますが、ミスをしたこ

と自体に怒る監督・コーチはあまりいません。大体の指導者はミスの内容に怒っています。チャレンジ

せずに引いたことでミスをする。もしくは、そ

の場面でやってはいけないミスをした。こんな

ところでしょうか。学校の場合はどうでしょう

か。自分が注意された場面を思い出してみてく

ださい。学校のルールを破っている、とか、そ

もそも人としてやってはいけないことをして

いる。そんなことではありませんでしたか。自

分が間違ったことをしているから注意されて

いるのです。ミスをしないために、注意をされ

ないためにはどうすればいいのか。たくさん考えてください。当然、考えた結果が間違っていれば注意

されます。そうしたら、これは違ったから、じゃあ次はこうしよう、といった感じで

また考え直せばいいのです。もし注意に納得ができないのなら、先生や監督コーチと

意見をぶつけ合ってみてください。「自分はこう思うけど、どこが違うのでしょうか。」

と、教えてもらう。僕が、僕達がやってきたことはこういったことです。だからこそ、

皆さんにもこういった考えをもってほしいなと思います。 

最後にまとめてみたいと思います。結論は、「考えて行動しなくてはいけない。」ということです。う

まくなりたい、そのためには何が必要ですか。もちろん、練習ですよね。ですが、ただやみくもに、練

習してもうまくはなりません。現役メジャーリーガーのダルビッシュ投手も、「『練習は嘘をつかない』

って言葉があるけど、頭を使って練習しないと普通に嘘つくよ。」という言葉を残しています。 

何を練習して、どんなところに気を付けて、どうやって練習するのがい

いのか。どうすればうまくいくのか。学校でも同じことです。今何をしな

くちゃいけないのか、そのために何が必要で、どうやればいいのか。もっ

と考えるのです。その繰り返しが成長への第一歩だと僕は思っています。 

そしてこのことは普段の生活、北陵中での生活で普段から実践している

はずです。皆さんがよく見るところにも、同じことが書かれていますよね。

皆さんの生活の中に、「考えて行動する」そんな場面が増えることを期待し

ています。 

最後にもう一度ききます。今、皆さんがしなくてはいけないことは何で

すか。 

ぜひ考えてみてください。 

 
 
 
 
 
 

～ 英語の授業 ～ 
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『わたしの主張２０２１』 
 この大会は、日頃の生活の中で感じたり、考え

たりしていることを発表することにより、自分の

成長や社会の一員としての自覚をもつ機会の一つ

として、青少年まちづくり市民会議が主催として

毎年行ってきています。 

 昨年度は、新型コロナウイルス感染防止のため

中止となりました。今年度については、感染状況

や県の方針等を受け、開催方法を以下の通りに変

更し実施することとなりました。 

 北陵中学校からは、３年生の秋田夕菜さんが代

表として、市大会に出場しました。   
■ 「わたしの主張 2021 多治見市大会」 
 
奨励賞 

３年生 秋田 夕菜 「日常の中で」    

 

１ 木             17:00 

２ 金 ５時間授業           15:35 

３ 土  

４ 日  

５ 月 15:35 

６ 火 委員会             16:05 

７ 水 三者懇談① 短縮４５分日課   15:00 

８ 木 三者懇談② 短縮４５分日課   15:00 

９ 金 三者懇談③ 短縮４５分日課   15:00 

10 土 中体連東濃大会(各会場) 

11 日  

12 月 三者懇談④ 短縮４５分日課   15:00 

13 火 三者懇談⑤ 短縮４５分日課   15:00 

14 水 三者懇談⑥ 短縮４５分日課   15:00 

15 木 16:35 

16 金 ５時間授業           15:35 

17 土  

18 日  

19 月 15:35 

20 火 夏休み前集会          15:05 

21 水 夏季休業日 

22 木 海の日 

 金 スポーツの日   オリンピック開会式 

24 土  

25 日  

26 月  

27 火  

28 水  

29 木  

30 金  

31 土  

 

【開催方法】 

※1 今年度は校区別大会を中止（小学生は対象外） 

※2 各中学校から代表者１名を選出 

※3 発表をＤＶＤに録画し、ＤＶＤをもとに審査 
 

■８月の主な予定 
 
８日(日) 山の日 

９日(月) 振替休日 

８日(日)～１６日(月) 学校閉校日 

２７日(金) 夏休み明け集会 

３０日(月)～３１日(火) 前期期末テスト 

▼７月は１２日が引き落と

し日です。引き落とし額は 

長子の場合、 

１年生…１３，８００円 

２年生…１３，６００円 

３年生… ９，８００円 

です。 

※東濃信用金庫の場合は手

数料が必要です。 

  

土曜学習「わがまち 多治見大好き講座」科学に挑戦 2021 

■三者懇談 

７月 ７日（水）～ ９日（金）  

７月１２日（月）～１４日（水） 
 
一人１５分程度の懇談となります。短時間であ

りますが、充実した懇談となるよう学校側として

もしっかり準備して臨みたいと考えています。ま

た、夏休みに向けた目標設定をするなど、充実し

た長期休みにつながるようにしていきたいと思

っています。質問等がありましたら、担任や主任

に連絡ください。 

なお、懇談の中で、学習や生活の様子、事実や

実績などを具体的にお伝えしていきます。そのた

め、前期通知表に所見は記入しません。ご了承く

ださい。 

※新型コロナウイルス感染症防止にかかわり、月予定に関しては行事や授業、下校時間等が急に変更になること

があります。メール等で随時お知らせしていきますので、よろしくお願いします。 

■職員の出産準備のための休暇について 

Ａ組担任の伊藤瞳教諭が、出産準備のため、６

月２９日より休みをとることになりました。保護

者の皆さまには、大変心配をおかけしますが、ご

理解とご協力をお願いします。 


