
学校教育目標  

・身心共に健康で 実行力のある生徒【たくましい体】 

・明るくすなおで 協力する生徒【豊かな心】 

・未来をひらく 創造性豊かな生徒【みがかれた知性】 
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 集団の高まりを目指して～体育祭の取組 
校長 野 村   勉  

 

週末２７日（金）は、一大行事である体育祭が開催されます。直近２年間

のこの行事は、コロナに翻弄されてきました。一昨年は「スポーツフェスタ」

と名称を変え、体育の授業として９月に開催。昨年は緊急事態宣言のため、

７月に延期し開催。そして今年は３年ぶりに当初の予定通り５月末に開催

となりました。昨年度の方式（半日日程、平日開催）を新たなスタンダード

として、緑南中体育祭の伝統を引き継いでいきたいと思います。 

体育祭スローガン『Best Performance～最高の仲間とともに～』（考案者：２D 小林紗也さん）

のもと、１８日からスタートした特別時間割では、一喜一憂しながらもクラスの絆を深めている様

子が毎日の取組から感じられました。やはり「行事は楽しい、行事あっての中学校」を実感するこ

の期間でした。集団の高まりを期待する学級担任の思いが学級通信から、伝わってきます。私の心

の琴線に触れた言葉をいくつか紹介します。 

・元気よく仲良く！前向きな言葉で盛り上げて。 

・１週間でこんなにも変われることを、自分たち自身で証明してくれました。 

・苦しんだ分だけ、得られる喜びは大きなものとなります。 

・残された時間をいかに有効に使うかは、皆さん次第。一つ一つを集中して頑張ろう。 

・集団を動かすときは言葉を選ぶことが大切。リーダーを支えるクラスメートの存在も大切。 

・頑張るって続けること。成長するって大きく変わること。 

・学級のためにできることはたくさんある。人間力を高めるチャンスはそこに転がっている。 

・円陣組んだり声を出したりした結果、ノーミスでゴールできた。やはり気持ちは大事なのです。 

・悔いを残さず、楽をしない、好きな言葉は情熱です。 

・病気やけがが心配です。とにかく、食べることと寝る時間はしっかり確保しましょう。 

・全員が、成長できた！協力できた！と笑顔で終えた時、体育祭が成功したと思える。 

文面には、生徒たちの学校生活の様子、学級集団の様子が綴られ、さらにその瞬間をとらえた学

級担任の思いがあふれています。だから私は、通信を読むのが楽しみです。ご家庭でもお子さんと

一緒に学級通信に目を通し、同じ思いを共有していただければと願っています。 

 

学校テーマ「どんなことでも全力で！最初で最後の瞬間を～緑南の色で日々を彩れ！～」 

全校生徒から募集した作品の中から、生徒会書記局による投票で３名が同票となり、検討した結

果、合作という形で上記のように決定しました。２D小松菜々さん、３A 森本紗羽さん、３C貞廣

実玲さんの作品が原案となっています。 

＜体育祭シンボルマーク＞ 

考案者：３Ｂ菅原うみ さん 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６月の行事予定 
 １日（水） 交通安全の日、教育相談最終日（～１３日） 
 〃     ポプラ会議 
 ２日（木） 1年防犯教室 
 ３日（金） 英語検定１次 
 ４日（土） 全十勝中体連水泳大会 
 〃     全十勝春季テニス個・野球大会 
 〃     中学校対抗陸上大会（～５日） 
 ５日（日） 全十勝春季バスケ・野球大会 
 ６日（月） テスト前部活動休養日（～８日） 
 ７日（火） 生徒会専門委員会、尿検査（２次） 
 ８日（水） 職員会議、２年歯科検診 
 ９日（木） 前期中間テスト 
１１日（土） 全十勝春季テニス団・バスケ・野球・ 
 〃     バレー大会、陸上種目別記録会 
１２日（日） 全十勝春季バスケ・野球・バレー大会 
１４日（火） 体育祭反省会議、義務教育指導監学校経営訪問 
１５日（水） 交通安全・服務規律確認日 
 〃     内科検診（A 系列）、諸費納入日（～１６日） 
１６日（木） 中体連壮行会 
１７日（金） ３年歯科検診、３年学力テスト 
 〃     漢字検定 
１８日（土） 北部十勝中体連夏季大会（～２０日） 
１９日（日） 吹奏楽祭 
２０日（月） 全学年ハイパーQU、３年二者面談（～２４日） 
２２日（水） ２年宿泊学習（～２３日：ネイパル足寄） 
２４日（金） 内科検診（B 系列） 
２５日（土） 全十勝陸上競技選手権大会 
２７日（月） 指導主事計画訪問 
２８日（火） 内科検診（C 系列） 
２９日（水） 分掌・学年会議 
３０日（木） １年野外学習、３年進路学習会 

○岩城 美海(３Ａ) 女子  200m 第２位    29”02 

○横山 さら(２Ｃ) 女子  200m 第７位    29”91 

○九本 紗栄(２Ｂ) 女子1500m 第６位   5’37”97 

○三上 芽生(２Ａ) 女子 走高跳 第２位    1m35cm 

○三浦 玲那(３Ｂ) 女子 走幅跳 第５位    4m05cm 

○緑南中   男子4×100mＲ  第３位    48”54 

○緑南中   女子4×100mＲ  第１位    53”82 

【第４２回北海道中学生バレーボール選抜優勝大会】   5/5(木祝) 
○緑南中・足寄中  男子           第 3位 

【第１７回会長杯争奪中学生ソフトボール春季大会】    5/5(木祝) 

○緑南中                   第 3位 

【第６５回音更町春季剣道大会】          5/7(土) 
○緑南中B     団体戦中学生の部      第 3位 

○長瀬 寧々(３Ｃ)  中学生女子の部      優 勝 

【サーキット陸上競技大会第 2戦】       5/7(土) 
○佐藤 雅浩(３Ａ) 男子  100m 第８位     12”18 

○佐藤 雅浩(３Ａ) 男子  400m 第１位     56”00 

○南  翔太(３Ｂ) 男子  800m 第２位   2’08”49 

○安田 塙史(３Ｂ) 男子  800m 第６位   2’12”27 

○安田 塙史(３Ｂ) 男子3000m 第３位   9’19”52 

○南  翔太(３Ｂ) 男子3000m 第７位  10’17”00 

○愛須 竣太(３Ｂ) 男子  走高跳 第４位    1m45cm 

○杉本 幸翼(３Ａ) 男子  走高跳 第５位    1m40cm 

○林  乙輝(３Ｃ) 男子  走幅跳 第５位    4m99cm 

○照沼直太朗(２Ｃ) 男子  走幅跳 第６位    4m56cm 

○三浦 玲那(３Ｂ) 女子  100m 第４位     13”73 

○吉川 璃呂(２Ａ) 女子  100m 第５位     13”78 

○三上 芽生(２Ａ) 女子  100m 第６位     13”80 

○岩城 美海(３Ａ) 女子  100m 第８位     13”91 

○岩城 美海(３Ａ) 女子  400m 第６位   1’09”03 

○九本 紗栄(２Ｂ) 女子1500m 第５位   5’45”14 

○棧  美桜(３Ａ) 女子100mH 第２位    18”06 

○横山 さら(２Ｃ) 女子100mH 第４位    18”66 

○三上 芽生(２Ａ) 女子  走高跳 第３位    1m30cm 

○松村 虹春(２Ｂ) 女子  走高跳 第７位    1m15cm 

○三浦 玲那(３Ｂ) 女子  走幅跳 第５位    4m14cm 

○緑南中  男子4×100mＲ   第６位     49”26 

○緑南中  女子4×100mＲ   第１位     53”53 

【サーキット陸上競技大会第 3戦】       5/14(土) 
○佐藤 雅浩(３Ａ) 男子  200m 第２位     25”00 

○林  乙輝(３Ｃ) 男子  200m 第４位     26”18 

○安田 塙史(３Ｂ) 男子1500m 第２位   4’20”31 

○南  翔太(３Ｂ) 男子1500m 第６位   4’31”56 

○杉本 幸翼(３Ａ) 男子  走高跳 第２位    1m45cm 

○永井 佑汰(３Ａ) 男子  走幅跳 第１位    5m75cm 

○三上 芽生(２Ａ) 中２女子 100m 第１位     13”76 

○吉川 璃呂(２Ａ) 中２女子 100m 第２位     13”83 

○横山 さら(２Ｃ) 中２女子 100m 第８位     14”41 

○三浦 玲那(３Ｂ) 女子  走幅跳 第３位    4m27cm 

○花田  澪(２Ａ) 女子  走幅跳 第５位    4m18cm 

○緑南中  男子4×100mＲ   第５位     47”60 

○緑南中  女子4×100mＲ   第３位     53”47 

【北部十勝中学校春季大会】         5/15(日) 
○ソフトテニス 男子団体             第２位 

      男子個人 武田(３Ｂ)・山口(３Ｂ)ペア  第 3位 

○軟式野球                 優  勝

【第６６回音更町卓球大会 春季大会】      5/21(土) 
○堀越 結月(２Ｄ) ジュニア B シングルス   優  勝 

○堀越 結月(２Ｄ) 一般ダブルスA(二部)    優  勝 

【JOCジュニアオリンピックカップジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会】 4/9(土) 

○野口 紗英(３Ｂ)  U15の部        優 勝 

【第２４回阿部重広杯長距離競技大会】    4/23(土) 
○九本 紗栄(２Ｂ) 女子1500m 第 6位 5’40”56 

【第６２回但田杯中学駅伝競走大会】     4/29(金) 
○緑南中A 男子高学年の部 優 勝    42’56” 

  （①南・②大井・③伊藤・④安田） 

 第３区 区間賞 伊藤  蓮(２Ｃ)     11’18” 

 第４区 区間賞 安田 塙史(３Ｂ)     10’00” 

○緑南中B 男子高学年の部 第 8位   48’13” 

  （①佐藤・②林・③照沼・④水口） 

○緑南中 女子の部     準優勝    52’09” 

  （①岩城・②門脇・③黒田・④九本） 

 第２区 区間賞 門脇 灯蕗(２Ｄ)     12’26” 

【全十勝中学校春季剣道大会】        4/29(金) 
○緑南中     女子団体         第 3位 

○長瀬 寧々(３Ｃ)  女子個人         準優勝 

【サーキット陸上競技大会第１戦】       5/3(火祝) 
○永井 佑汰(３Ａ) 男子  100m 第３位     11”83 

○南  翔太(３Ｂ) 男子  800m 第１位   2’11”29 

○安田 塙史(３Ｂ) 男子1500m 第６位   4’36”46 

○安田 塙史(３Ｂ) 男子3000m 第３位   9’34”37 

○永井 佑汰(３Ａ) 男子 走幅跳 第２位   5m77cm 

○林  乙輝(３Ｃ) 男子 走幅跳 第４位   5m08cm 

○三上 芽生(２Ａ) 女子  100m 第４位     13”96 

○岩城 美海(３Ａ) 女子  100m 第７位     13”99 

○三浦 玲那(３Ｂ) 女子  100m 第７位     13”99 

○吉川 璃呂(２Ａ) 女子  100m 第７位     13”99 


