
 

  
第 10号 令和２年 10月 23日発行  

                                 

 ＜ 随 想 ＞                          校長 河井 昌之 

  

先日の朝６時頃、犬の散歩に出かけると、上空から鳥の声が聞こえ

ました。もしかしたらと思いながら空を見上げると、１０羽ほどの白

鳥の群れが飛んでいました。遠くシベリアの地から日本海を渡ってき

たところだったのでしょうか、懐かしい田園の風景を確認して喜んで

いるかのような声にも聞こえました。その後、いくつかの群れが羽ば

たいていくのが見えました。冬の到来がもうすぐそこまでやってきて

いることを実感しました。自宅のそばの田んぼでは、毎年多くの白鳥が餌をついばむ姿があ

ります。昔は道路から離れた場所にいることが多かったのですが、最近では道路のすぐそば

にいて、自動車が通っても逃げることがなくなってきました。このような姿を見ると、人間

社会だけではなく自然界もどんどん変化しているように感じます。 

 学校では、９月の体育祭、１０月の合唱コンクールを無事に終了することができました。

新型コロナウィルスの対応で、今までとは異なる形での開催となりました。内容が変われば、

その準備や練習も全て変わってきます。今までやってきたことができなくなり、新しいやり

方を見付け出す必要がありました。そんな中、生徒たちはその変化に見事に対応し、制限さ

れた活動の中で精一杯取り組み、成果を上げてくれたと感じています。体育祭での各チーム

の応援や競技、合唱コンクールでの各学級の合唱は、どれもとてもすばらしいものでした。

ご来場いただいた保護者の皆さんにも、喜んでいただけたのではないかと思います。子ども

たちの成長を感じていただくことができましたでしょうか。 

 最近、野生の熊が住宅地に出没するというニュースを目にします。人間にとっては確かに

危険なことではありますが、熊にとってみれば生きるために餌を求めることは当然のことで

す。これまでは熊が人間を恐れて人里には降りてこなかったのが、白鳥と同じように人間は

安全な生き物だと分かれば、近づいてきても仕方がないことかもしれません。しかし、人間

に危害を及ぼすと判断された動物は人間の手によって駆除されてしまいます。とても悲しい

ことです。最近は、人間が生活する場所と野生動物が生活する場所の「境界」がなくなって

きているのだと思います。人間と野生動物が共存できるようになるにはどうすればよいので

しょうか。人間と野生動物が言葉でコミュニケーションがとれるようなれば解決できること

かもしれません。人間と野生動物のコミュニケーションを可能にするＡＩロボットが開発さ

れれば、地球の環境問題や種の絶滅といった問題は解決に向かうかもしれません。 

科学技術の進歩が、地球環境の保全や全ての生物の共存に向かうものであってほしいと願

います。それと同時に子どもたちには、駆除するという方法ではなく、人間と野生動物が共

存できる社会を実現してほしいと思っています。 



９月 12 日（土）には、晴天の下、体育祭を実施しました。

コロナ禍で例年どおりとはいかなかった体育祭でしたが、

生徒と職員とで知恵を出し合いながら工夫してきました。

勝利を目指してチーム一丸となって取り組む生徒たちの姿

が見られました。生徒たちがつくり上げた新しい体育祭、

記憶に残るすばらしい体育祭となりました。保護者の皆様

には、新型コロナウイルス対策にご協力いただき感謝申し

上げます。また、全力で表現する生徒たちに温かい声援をいただきありがとうございました。 

 

 

９月24日（木）の新人戦は、３年生が引退し、１、２年生が主体となって行われる初めて

の公式戦となりました。地区大会を勝ち抜いて上を目指すための第一歩となります。全校生

徒による激励会で士気を高めた生徒たち。大会では、日頃の練習の成果を発揮し、活躍を見

せました。会場にお越しいただいた保護者の皆様、温かい応援をありがとうございました。 

部活名 結    果 

陸上競技 ＜男子＞ 

100Ｍ   廣澤直樹     14 秒 11  村井宏輔     14 秒 11   

800Ｍ   風間康希 2 分 26 秒 91 宍倉隼斗 2 分 38 秒 77  

1500Ｍ 8 位 立川琉斗 4 分 46 秒 44 風間康希 5 分 06 秒 13 宍倉隼斗 5 分 17 秒 96 

3000Ｍ 4 位 立川琉斗 10 分 11 秒 77   

走幅跳び  村井宏輔  4M04CM     

＜女子＞ 

100Ｍ   小出奈菜 14 秒 53    大倉愛桜 15 秒 43       田中芽衣 15 秒 50   

200Ｍ    小出奈菜 30 秒 38    大倉愛桜 32 秒 08      田中芽衣 32 秒 16   

800Ｍ   渡邊蒼空 2 分 39 秒 12    池田千夏 2 分 42 秒 22   

1500Ｍ    渡邊蒼空 5 分 34 秒 54      池田千夏 5 分 51 秒 31   

リレー   大倉、田中、渡邊、池田 58 秒 55  

   

   



 

   

 

 

 

 

 

  

部活名 結    果 

野球 【１試合目】        ｖｓ  栄中  7－6 勝ち 

【決勝戦】        ｖｓ  下田中 3－4 負け 

結 果   ブロック準優勝 

ソフトテニス 

（男子） 

＜団 体＞ 結果  3位 

【予選リーグ】   ｖｓ 見附  3－0 勝ち     ｖｓ 分水  2－1 勝ち 

【１位リーグ】   ｖｓ 見附西 1－2 負け     ｖｓ 燕   0－3 負け 

＜個 人＞ 

２位 近山・大久保ペア     3位 笠原・鈴木ペア   5位 渡邊（庵）・桑原ペア 

ソフトテニス 

（女子） 

＜団体＞ 結果   4位 

【総当たりリーグ】 ｖｓ 分水 2－1 勝ち       ｖｓ 吉田 0－3 負け 

          ｖｓ 燕  0－3 負け       ｖｓ 中等 2－1 勝ち 

＜個 人＞ 

2位 渡邊・藤原ペア 

バスケットボール 
1回戦           ｖｓ 加茂   47－36 勝ち 

2回戦           ｖｓ 三条第三 38－86 負け 

バレーボール 【予選リーグ】 １位通過 

 1回戦   ｖｓ 下田中 2－0 勝ち       2回戦  ｖｓ 三条第四中 2－0 勝ち 

 3回戦   ｖｓ 七谷中 2―0 勝ち 

【決勝トーナメント】 結果  優勝 

準決勝  ｖｓ  三条第三中 2－0 勝ち   決勝戦 ｖｓ 栄中 2－0 勝ち 

卓球（男子） ＜団 体＞ 結果 ベスト8 

【予選リーグ】    ｖｓ 三条大島 3－1 勝ち  ｖｓ 大崎学園 3－2 勝ち 

【決勝トーナメント】 ｖｓ 須田   2－3 負け（１回戦敗退） 

＜個 人＞ 

 芦田幹太 幸田駿平 3回戦進出（ベスト32） 

卓球（女子） ＜団 体＞ 結果 ベスト8 

【予選リーグ】    ｖｓ 見附南 3－2ｖｓ 三条第三 1－3   

【決勝トーナメント】 ｖｓ 燕北   1－3  1回戦敗退 

＜個 人＞  岡本三侑   稲葉遥香  ３回戦進出（ベスト３２） 

柔道 ＜個 人＞ 

男子66㎏級    優勝 橋本晴翔    準優勝 深澤優真 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

日（曜日） 行   事 日（曜日） 行   事 

２日（月） 歯科検診 16 日（月） 質問教室② 

10 日（火） いじめ見逃しゼロスクール集会 

ＯＭＣ週間②（～16日まで） 
17 日（火） 

第３回定期テスト（～18 日まで） 

※給食なし 

12 日（木） 部活動休止（～18 日まで） 30 日（月） 生徒会役員選挙・立会演説会 

13 日（金） 2 学年歯肉炎予防教室 

質問教室① 
 


