
 

 

 
 

 「安全」「安心」そして「充実」 の夏休みに！ 
      

  校長 楯  明夫 

生徒のみなさんへ 

「おはようございます。」と礼儀正しく挨拶してくれる姿。下足がきちんと揃えてある昇降口。

黙々と清掃している姿。素敵だなと思える事実をたくさん見せてもらった 4か月でした。1年生は、

学校生活にも慣れ、中学生らしくなってきました。２年生は、やはり若狭研修をきっかけに「たく

ましさ」を感ずるようになってきました。３年生も研修旅行ばかりでなく、日常における様々な場

面でのリーダーとしての自覚を感じます。中体連、きっと最もコロナに振り回され練習がままなら

なかった学年だったと思います。その中で、勝利を目指し全力で闘う姿の中に、人としての成長を

感ずることができました。例えば、仲間への声かけ、応援、試合前後の挨拶等、いろんな場面でそ

れを感じました。 

夏休み前です。少し立ち止まって「なぜ、皆さんは、そんなに頑張れるのでしょう？」「何のた

めに頑張っているのでしょう？」そんな視点で考えてみましょう。それは「なりたい自分があるか

らだよ」。と答えられる人もいるでしょう。あまりそんなこと考えず、素直に先生や親の話を聞い

て頑張っているのかもしれません。仲の良い友達が頑張っているから頑張れるんだという人もいる

かもしれません。大人との良い関係を築き、素敵な友達・仲間をもっている証拠です。逆に言えば、

先生や親に言われないと頑張れないという自分かもしれません。友達が頑張っていないと頑張れな

い自分かもしれません。ならば、この夏休み、あまり考えていなかった人も、先生や親、友達の頑

張り以外で自分が頑張ってきた理由を是非考えてみてください。もちろん「なりたい自分」がある

人ももう一度…。「頑張る姿」は大人や友達からは「素晴らしい事」に見えるはずです。だからこ

そ、未来につなぐために考えたいですね。 

コロナ感染者数もまた増加してきました。感染予防はもとより、事件・事故に巻き込まれないよ

う安全、安心が大切です。困ったときの連絡先、相談相手をきちんと確認し、充実した夏休みを過

ごし欲しいと思っています。 

８月２６日から元気な姿でまた活動が始められると良いと思っています。 

 

保護者もみなさん～ 

先日、久しぶりに参観日を行うことができました。３００名を超えるみなさんにご来校いただき

ました。第７波襲来といったニュースが流れてきましたが、保護者の皆様のおかげで無事授業参加

を開催することができたことに心から感謝申し上げます。夏休み前の４か月、前述したように素晴

らしい姿を見せてくれた生徒たちです。どの子も心身共に成長しています。その一端を感じていた

だけたら幸いです。 

さて、夏休みが始まります。「自分ひとりでも勉強や日常生活を頑張れる夏休み」になると良

いと職員一同願っています。どの子も頑張れる生徒たちです。親は、ついつい他人と比べて「うち

の子はどうして頑張れないのか」など言ってしまいがちです。私もそうでした。しかし、ちゃんと

頑張っている事実があるはずです。懇談の折にも伝えさせていただいたと思います。何よりお子さ

んの良さをわかっている親御さんだからこそ、この夏休みは、頑張ろうとしている我が子の背中を

後押しする一言を投げかけてやってください。よろしくお願いします。そして何より大切なこと

は、安全で安心できる生活を送れることです。成長しているとはいえ、まだまだ中学生です。状況

によっては判断力が発揮できない年頃です。温かくそして厳しく見守っていただけるようよろしく

お願いします。 

令和４年度学校だより 

中津川市立第二中学校 

７月２０日（水） 

Ｎo．４ 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中体連市大会 団体の部 主な結果】 
サッカー  優勝 
ソフトテニス女子 準優勝 
卓球女子  準優勝 
バレーボール男子 準優勝 
バスケットボール男子 優勝 
バスケットボール女子 準優勝 
剣道女子  優勝 
陸上競技  優勝 
 
【中体連市大会 個人の部 主な結果】 
■ソフトテニス男子 
中村 龍芽・蒲 幸敏ペア ベスト 8 
■ソフトテニス女子 
井口 美月・志津 夢子 ペア 優勝 
三尾 詩織・岩屋 しずくペア ベスト 8 
山田 佳希・高木 小町 ペア ベスト 8 
岩村 柑那・藤原 彩月 ペア ベスト 8 
■卓球 
３位 松井 まこ 
５位 原 菜由里 
６位 丹羽 穂乃果 
■陸上競技 
1年男 100ｍ １位 足立 涼太 
1年男 100ｍ ５位 大脇 圭吾 
３年男 100ｍ １位 中田 皓清 
３年男 100ｍ ２位 堀 剣人 
３年男 100ｍ ３位 鈴木 唯斗 
200ｍ  ２位 阿部 晃大 
200ｍ  ３位 原 倖輝 
400ｍ  １位 山城 南海人 
１年男 1500ｍ １位 小幡 蒼生 
１年男 1500ｍ ２位 小木曽 龍希 
走幅跳  １位 藤岡 昊生 
走幅跳  ２位 川合 柚樹 
走幅跳  ３位 栗本 栄太 
砲丸投  １位 楯 奏志 
１年女 100ｍ １位 糸魚川 楓華 
１年女 100ｍ ２位 鈴木 心音奈 
１年女 100ｍ ３位 蜂矢 紗莉 
２年女 100ｍ ２位 島﨑 里桜 
２年女 100ｍ ３位 伊藤 美波 
２年女 100ｍ ４位 可知 奏音 
３年女 100ｍ ２位 村田 陽菜 
３年女 100ｍ ３位 鈴木 ひより 
200ｍ  １位 林 倖菜 
200ｍ  ３位 深見 玲名 
200ｍ  ４位 鷲見 柚羽 
100ｍＨ  ２位 成瀬 乃彩 
１年女 800ｍ １位 鈴木 凜 
１年女 800ｍ ２位 吉田 柚月 
２３年女 800ｍ １位 鈴木 百来 
２３年女 800ｍ ２位 小川 璃苑 
走高跳  ２位 原 凜華 
走高跳  ３位 深見 理世奈 
走高跳  ４位 伊藤 愛優美 

走幅跳  １位 中田 美海 

走幅跳  ４位 小栗 咲桜 

１年女砲丸投 ２位 髙木 まこ 

１年女砲丸投 ５位 鈴木 琴美 

砲丸投  ２位 原 和花奈 

■新型コロナウイルス感染症対策について 
 夏休み中も、毎朝、検温・体調をチェックし、

LEBERにて報告してください。 

 

 本人及びご家族の方が陽性、濃厚接触者となった

場合や PCR 検査対象になった場合は、対象者・

経緯・検査日や待機期間等の情報を中学校へ連絡

してください。（平日 ６６－１２４５） 

      （休日 ０８０ ９４９１ ８３７８） 

第二中学校　9月の行事予定

日 曜 行 事 予 定 等 下校時刻

1 木 帰りの会～ﾜﾝﾄﾗｲ作品搬出 15:05

2 金 教育長訪問 15:25

3 土

4 日

5 月 生徒会選挙立候補受付開始・①～④2年救急救命法 15:25

6 火 期末テスト 13:20

7 水 期末テスト 15:25

8 木 生徒会選挙立候補受付終了 17:00

9 金 ⑥引継集会 17:00

10 土

11 日

12 月 立会演説会ﾘﾊｰｻﾙ～１４日 15:25

13 火 17:00

14 水 17:00

15 木 ⑥生徒会役員選挙 16:05

16 金 朝：選挙結果放送・色決め集会（掃除カット） 17:00

17 土

18 日

19 月 敬老の日

20 火 15:05

21 水 17:00

22 木 17:00

23 金 秋分の日

24 土

25 日

26 月 15:25

27 火 15:02

28 水 ⑥委員会（第１回係会） 16:15

29 木 17:00

30 金 学級組織決め〆切 　二中クリーンアップボランティア 17:00


