
さわやか多中
９月体育祭に向けてスタート
夏休みを前に、体育祭結団式を行いました。生徒会執行部は、次のように考え、全校生徒に工夫を凝

らして熱く訴えました。

『熱結勝舞』～我に勝れ、みんなで燃やせ多中魂～
体育祭では、応援優勝や種目で１位をとることなど、勝利という目標に向かい活動する。年間スロー

ガンである「逞しく」に込められたキーワードである「全力」「挑戦」が必然的に大切になる。

「熱結勝舞」には、生徒会スローガンの逞しい「全力」「挑戦」が含まれ、勝ち負けの結果だけにこ

だわるのではなく、その過程を大切にしてほしいため、「勝負」ではなく、「勝舞」にした。舞には、日

常生活で培ったことを確かめる（発揮・表現する）という意味をこめた。

上記の生徒会からの提案の後、各団に分かれて結団式を行い、早速声出しをしました。応援団員のき

びきびしたリードのもと、各団ともに全身を使って応援練習をしました。生徒会や応援団員の、情熱あ

る前向きな姿が、多治見中学校をよりよくしようと誠実に活動するさわやか

な姿です。

夏休み中の学校施設利用等についてのお願い
防犯対策のため、夜間に敷地内の扉や柵に近づくと防犯ベルが鳴ります。特に夏休み中は

防犯対策強化により、警備員や警察から事情を尋ねられる場合がありますので、お気を付け
ください。また、クラブ等で使用する場合は、使用場所以外の立ち入りはしないでください。
昼間の来校・電話等の対応は日直がおこないます。＜対応時間… 8：15～ 16：45＞
また、今年度より学校閉校日 8/8 ～ 8/16 には日直はおりません。緊急連絡は、学校携帯電

話(090-9022-3898)へお願いします。
※「学割」交付には、申請書が必要です。当日発行は不可ですので、日直（事務）から余裕をもって申請書類をもらってください。

夏休みと休み明けの主な行事予定

7月21日(土) 夏休みスタート ２３日（木） 3年学級登校日

３0日（月） 花火大会清掃ボランティア ６：００～ ２６日（日） 第２回資源回収･集積場３年生（予備日９月２日）

8月１日（水） ２日（木）３年生高校１日体験入学 ２９日（水） 夏休み明け全校集会

５日（日） PTA環境整備作業（３年生） ３０日（木）9:00～ 19:00３１日（金）9:00～ 13:00
６日（月） ７日（火）市連合生徒会交流会 一研究一作品展覧会；武道場
２２日（水） 1,2年学級登校日 ３０日（木）３１日（金）期末テスト

※８月の学費等の引落は、１０日（金）です。 ９月１９日（水）体育祭（２０日予備日）※弁当持参

7月 多様性を尊重できる大人になるには 教育推進課

「障がいのある人を見かけたら、どうすればいいですか？」と聞かれることがあります。私は車
椅子で一人でどこでも出かけます。困ったときに頼りになるのは近くにいる人です。
北米や欧州では、助けを求める前に多くの人が声をかけてくれます。声をかけられる頻度が一番

少ないのは、残念ながら日本です。そして、日本国内でも声をかけてくれるのは外国人が圧倒的に
多く、次いで障害のある家族がいたとか、学校で車椅子を使っている友達がいたなど、車椅子ユー
ザーと接したことがある人や、身近に感じている人たちです。
子どもたちが、多様性を尊重できる大人になるには、成長の過程でどのようなことが必要になる

のでしょう。多種多様な人、自分と違う価値感をもった人と接する機会を増やす。考えすぎる前に、
わからないことは聞いてみる。一緒にやってみる。対話や経験を通してお互いを理解していくこと
が効果的だと思います。

（「アイユ」５月号 マセソン美季（長野冬季パラリンピック金メダリスト））
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中体連でさわやかに輝く多中生！
中学校生活で学び、力をつけた運動部の集大成と言える多治見市総合体育大会が行われました。惜

敗であっても、最後まで立派に戦った子どもたちでした。（東濃大会については、本日までの結果）

勝ち残っている選手のみなさん、東濃、県、東海、全国大会での活躍を期待しています。

部 活 名 野 球 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ サッカー バスケ男子 バスケ女子 バレー男子 バレー女子 卓球男子 卓球女子

市 大 会 3位 ／ 惜敗 3位 惜敗 準優勝 6位 優勝 準優勝

東濃大会 7/21 22 ／ ／ ベスト 8 ／ 準優勝 ／ 7/21、22
部 活 名 テニス男子 テニス女子 水泳男子 水泳女子 陸上男子 陸上女子 陸上総合 剣道男子 剣道女子

市 大 会 準優勝 惜敗 4位 2位 優勝 3位 優勝 4位 優勝

東濃大会 7/21 ／ 3位 2位 2位 3位 2位 7/21

○卓球部 【以下東濃大会出場】

（男子） 3位 奥村大輝、8位 大野蒼生、

岡橋史親、峰下夏輝、石川貴朝、松浦大和、内藤健太、今川義仁、谷脇史樹、大野史弥、川合康介、福田涼之介、中野謙信

（女子）3位 松岡明香里、9位 井澤志奈乃、

大澤佳奈、長江紗和、日比野遥香、西尾美結、山田愛彩、髙木月渚、水野華、松本佳奈、廣瀬愛子

○テニス部 【以下東濃大会出場】

（男子）ベスト 8 伊藤聖夜・糟谷佑樹 ベスト 16 原朋志・長瀬良樹 （女子）ベスト 8 岡野汐莉・長濱有紀

○水泳部＜市大会＞【以下県大会出場】

（男子）400m自由形 3位 後藤凛太郎 200m平泳ぎ 優勝 柴田大輝 100m自由形 2位 堀江晃平

100m背泳ぎ 3位 後藤凛太郎 100m平泳ぎ 2位 柴田大輝 100mバタフライ 3位 古田瑞貴

（女子）400m自由形 優勝 余語佑香 2位 今井静香 200m自由形 2位 三浦星来 3位 今井静香

100m背泳ぎ 優勝 余語佑香 100m平泳ぎ 2位 小栗詩音 200m平泳ぎ 2位 小栗詩音

100mバタフライ 2位 三浦星来 400mR 優勝 三浦星来、小栗詩音、今井静香、余語佑香

400mメドレー R 優勝 余語佑香、小栗詩音、三浦星来、今井静香

＜東濃大会＞【以下県大会出場】

（男子）100m平泳ぎ 3位 柴田大輝 200mバタフライ 準優勝 古田瑞貴 200m平泳ぎ 準優勝 柴田大輝

400m自由形 3位 古田瑞貴 100m背泳ぎ 3位 兒玉悠暉

（女子）400mR 優勝 余語佑香、小栗詩音、三浦星来、今井静香 200m自由形 優勝 余語佑香 準優勝 今井静香

100mバタフライ 優勝 三浦星来 200m平泳ぎ 準優勝 小栗詩音

400mメドレー R 優勝 余語佑香、小栗詩音、三浦星来、今井静香

400m自由形 優勝 余語佑香 準優勝 今井静香 100m平泳ぎ 3位 小栗詩音

○陸上部
＜市大会＞

（男子）共通 4× 100mR 優勝 大澤紳悟、加藤大輝、柳澤俊幸、齋木勝太郎

共通 800m 2位 長澤憲杜 3位 吉田悠汰 共通 200m 1位 柳澤俊幸 2位 大澤紳悟

共通走幅跳 1位 齋木勝太郎 共通砲丸投 1位 加藤大輝 3位 中嶋泰希

低学年 4× 100mR 優勝 中村健人、太田健人、金森陽、中嶋泰希

2,3年 3000m 1位 名倉想生 3年 1500m 1位 名倉想生 2年 1500m 3位 中村健人

1年 1500m 3位 野々村隼 3年 100m 1位 齋木勝太郎 3位 加藤大輝

2年 100m 3位 中嶋泰希 1年 100m 2位 太田健人 3位 金森陽

（女子）共通 4× 100mR 優勝 東佑香、森悠月、田中綺、柴田藍子

共通 1500m 1位 坂田果保 共通 200m 1位 柴田藍子 2位 田中綺 3位 森悠月

共通走高跳 1位 東佑香 共通砲丸投 3位 小澤ゆり 女子 3年 100m 1位 柴田藍子 2位 森悠月

＜東濃大会＞

（男子）共通 400mR 優勝 46.07 大澤 紳悟、加藤 大輝、柳澤 俊幸、齋木 勝太郎

2･3年 3000m 優勝 9.43.86 名倉 想生 共通 200m 2位 25.43 柳澤 俊幸 共通 800m 3位 2.09.42 長澤 憲杜

3年 100m 優勝 11.6 齋木 勝太郎 共通砲丸投 4位 9.96 加藤 大輝 7位 8.7 中嶋 泰希

共通走幅跳 6位 5.3 大澤 紳悟

（女子）共通走高跳 3位 1ｍ 35 東 佑香 共通 1500ｍ 3位 5.06.35 坂田 果保

共通 400ｍ R 優勝 51.65 東 佑香、森 悠月、田中 綺、柴田 藍子 共通 200ｍ 2位 28.26 田中 綺

3年 100ｍ 優勝 13.41 森 悠月 共通 200ｍ 優勝 27.23 柴田 藍子

○剣道部【以下東濃大会出場】
（男子）2年：優勝 立松正平 準優勝 松本匡一郎 3位 髙木琥太郎

（女子）1年：優勝 若尾樺子 2年：優勝 井澤言美 準優勝 則武怜那

3年：3位 大橋有希 4位 松本千早 5位 藤田真緒

○バドミントン

＜市大会＞準優勝 増田咲希 3位 江崎穂乃花 ＜東濃大会＞準優勝 増田咲希


