柴田町立船迫中学校
学校だより

啐は殻の中で雛が突っつく音
啄は母鶏が殻を噛み破ること。

第１２号

またと得難い良い時期を意味する。

平成３０年９月２８日
文責 教頭

９月２２，２３日に行われた郡新人大会。団体では，剣道部とソフトボール部が粘り強い戦いで優
勝を果たし，県大会出場。また,個人では剣道部の本郷史竜君が優勝。バドミントン部ではダブルス
で我妻こころ・原田夢叶さんペア,シングルスで大坂ひなたさんが３位に入賞，県大会出場を決めま
した。他の選手も立派に戦い抜きました。保護者の皆様には,温かい応援ありがとうございました。
大会結果（個人競技の入賞外は省略）
部活動名
結果
野球部
１回戦 対船岡中 ３対４ 敗
（富岡中と合同）
ソフト部
決勝戦 対大河原中 ６対４ 優勝
（船岡中と合同）
県大会
卓球部
予選 対村田一中 ３対１ 勝
対村田二中 ０対３ 敗
準決勝 対船岡中 ３対１ 勝
決勝 対村田二中 ０対３ 敗 準優勝
＊個人戦：山内誠也 第３位
バレー部
予選 対槻木中 ２対０ 勝
（村田一中と合
対船岡中 ２対０ 勝
同）
決勝 対川崎中 ０対２ 敗 準優勝
テニス部
ベスト８進出：大沼蘭 遠藤花ペア

部活動名
サッカー部
バスケ部

結果
予選
対槻木中 １対４ 敗
対村田一中 ７対１ 勝 予選敗退
１回戦 対村田一中 33 対 65 敗

バドミントン 予選
対大河原中 １対２ 敗
部
対村田一中 ２対０ 勝
準決勝 対槻木中 １対２ 敗 第３位
＊個人戦 大坂ひなた 第３位 県大会
ダブルス 我妻こころ・原田夢叶ペア
第３位 県大会
剣道部
対川崎中 ５対０ 勝 対船岡中 ４対０ 勝
対大河原中 ３対２ 勝 対槻木中 ４対１ 勝
優勝 県大会
＊個人戦 本郷史竜 優勝 県大会
藏田佳氣 第３位

私たち野球部８名は，１回戦敗退という結果
に終わりました。結果は残念でしたが，とても
いい体験をしたと思います。この悔しさをバネ
に，次の公式戦や中総体に向けて優勝を目指し
て頑張っていきたいと思います
応援ありがとうございました。
野球部代表 ２年 大槻 星太

僕たちサッカー部は予選敗退でした。本番では
自分たちのプレーができず，あまり良い戦いがで
きませんでした。
この新人大会で学んだことを，次の試合に生か
せるように，日ごろ部活動に集中して取り組み，
試合で勝てるように頑張りたいと思います。
サッカー部代表 ２年 八木 洋希

私たちソフトテニス部は，２つのペアがベス
ト１６，ひとつのペアがベスト８という悔しい
結果となりました。特に２年生は最後の新人大
会で後悔ばかりしていました。中総体までには
この悔しさをバネに日々の練習に力を入れてい
きたいと思います。また，応援しに来てくれた
保護者の方々，応援してくれた１年生，本当に
ありがとうございました。
ソフトテニス部代表 ２年 芦名 美月

私たちソフトボール部は,大河原中に６対４で
勝ちました。私は試合前，負けるかもしれないと
いう不安がありました。しかし，試合中にたくさ
んの先生方や保護者の方々に声援をもらい，勝つ
ことができました。県大会までさらに練習し，大
中の分まで頑張りたいと思います。県大会でも応
援よろしくお願いします。
ソフトボール部代表 ２年 相澤 真梨恵

僕たちバスケットボール部は，１回戦で村田一
中に負けてしまいました。負けはしましたが，内
容は良い試合だったので良かったです。この悔し
さをバネにして，皆で協力して練習に励みたいと
思います。
そして，中総体は良い結果で終われるように，
協力して練習していきたいです。
バスケットボール部代表 ２年 三品 聖哉

新人大会では全員で団結して一人一人が全力
で戦うことができたので，良かったです。
暑く，つらい稽古を乗り越えてきた努力と，先
生方，保護者の方々の支えがあってこその優勝だ
ったと思います。県大会でも，チーム迫中剣道部
として皆で戦い，良い結果を持ち帰りたいと思い
ます。
剣道部代表 ２年 本郷 史竜

バドミントン部は個人，団体共に悔しい結果
となってしまいました。満足のいく結果となら
なかった私たちは，また中総体で挑戦者として
戦います。それまでに今回分かった改善点を練
習し，同じミスで負けないようにしたいです。
チーム力はどこの中学校よりも高かったと思い
ます。これからも声を出して努力を積み重ね，
中総体では必ず優勝したいです！
応援してくれた皆さん，本当にありがとうご
ざいました。
バドミントン部代表 ２年 原田 夢叶

今回の新人大会で，私たちは「諦めない大切
さ」を学びました。２試合目の船岡中戦では，
接戦の末逆転勝ちをすることができました。勝
つことができたのは，皆が諦めなかったからだ
と思います。
決勝では川崎中に負けてしまいましたが，皆，
今までにないくらい笑顔で楽しくバレーができ
ました。応援してくださった周りの方々に感謝
します。ありがとうございました。
バレーボール部代表 ２年 村上 愛珠

バドミントン部代表 ３年 木村 ももこ
新人大会ではチームのみんなで協力し，戦うことができました。試合中，僕が緊張して，良いプレーが
できずに落ち込んでいたとき，仲間の応援が自分の力になり，立ち上がることができました。団体戦では
準優勝することができましたが，僕たちがここまで成長できたのは，ご指導してくださった先生やコーチ，
練習に来てくれた先輩方，応援してくださった保護者の方々，そして仲間がいたからです。これからもチ
ームで協力し合い，頑張っていきましょう。
卓球部代表 ２年 一條 瑞貴

明日のＰＴＡ親子奉仕作業（校庭の除草作業）へご協力を！
先日お知らせしたとおり，明日９月２９日（土）の朝６：３０～８：００に，先日中止になったＰＴＡ親子
奉仕作業が行われます。校庭の除草も生徒の頑張りでかなり済みましたが，迫中祭のためにもう少しの除草が
必要な状況です。お忙しい中申し訳ありませんが，できるだけ多くの方々にご参加・ご協力をお願いします。

１０月の行事予定
１日（月）
２日（火）
３日（水）
４日（木）
６日（土）
８日（月）
１０日（水）
１２日（金）
１３日（土）
１４日（日）
１５日（月）

＊１０月の部活動 17:00 終了 17:15 完全下校
部活動なし・・・３日・１２日・１３日・１７日
２４日・３０日

生徒集会
３年妊婦体験
放課後学習室
迫中祭リハーサル
三地区大会
体育の日
迫中祭予行練習
迫中祭リハーサル 会場準備
第４回迫中祭
（迫中祭予備日）
振替休業日（10/13）

１７日（水） ２年ＩＢＡテスト ２年貧血検査 職員会議
１８日（木） ２年竹ぼうき作成 各種委員会
１９日（金） ２年プール ３年保育体験 １，２年俳句づくり授業
２２日（月） ３年実力テスト
２３日（火） １年プール
２４日（水） 生徒会選挙・立会演説会 放課後学習室
２５日（木） 臨時休業日
２６日（金） ３年進路説明会
２９日（月） 生徒集会 生徒会役員任命式 各種役員選出
３０日（火） 指導主事訪問（５校時後 すぐ下校）
３１日（水） ３年保育体験 避難訓練 各種委員会 放課後英語楽交

