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いしずえ
学校教育目標
・意欲をもち 自主的に学習する生徒
・人と郷土を愛し 進んで奉仕する生徒
・健康で はつらつとした生徒

＜地区総体～サッカー＞

≪最後まで頑張り通しました！≫
７月１２日（金）～１５日（月）の４日

間、運動部活動の「下都賀地区中学校総合体
育大会」が、地区内各会場で開催されまし
た。選手達の熱中症発症や疲労蓄積を考慮
し、今年度より大会期間が延長されることと
なりました。また、そのため、日程や会場の
都合上、１週間ほど開催時期を早めることと
なりました。
この大会は、結果によっては、３年生にとっ ＜柔道女子＞ ＜卓球女子＞
て最後となるかもしれない大会であり、また、勝ち進めば、県大会から関東・全国大会への出場も果
たせるため、各校選手達もとりわけ熱の入ったプレーを見せてくれました。そして、応援に回った部
員たちも、のども張り裂けんばかりの声援を送っていました。その一方で、残念ながら敗退が決まる
と、涙を流しながら互いの健闘を称え合う姿が、会場のあちこちで見られました。
今回は、梅雨がまだ明けず、雨の降る中での試合や競技、または、試合の順延や開始時刻の変更等
も数多くありました。そのため、保護者の皆様には大変お世話になりましたが、試合当日も多くの
方々が応援に駆け付けてくださり、誠にありがとうございました。
なお、試合等の結果は、以下のとおりです。

陸上競技 ３年男子４００ｍ第３位江田 圭汰 バレーボー 予選リーグ
〃 ８００ｍ第３位 西松 涼介 ル ２－１ 吹 上 中 勝ち
〃 ３０００ｍ第３位 石井 達也 ０－２ 小山三中 負け
共通女子四種第２位 橋本 磨凛 予選リーグ敗退
２年男子１５００ｍ第２位・
〃 ３０００ｍ第１位 海老原智陽 ソフト 団体１回戦 ３－０ 間々田中 勝ち
２年女子１００ｍ第３位・ テニス男子 〃 ２回戦 ２－１ 大 平 中 勝ち
〃 ２００ｍ第３位 伊藤 愛華 団体３位 〃準々決勝 ２－１ 南犬飼中 勝ち
〃１００ｍＨ第２位 稲葉 美海 県大会出場 〃準決勝 １－２ 南河内二中 負け

※以上７名９種目県大会出場 〃３位決定戦 ２－１ 西方中 勝ち
３年男子４×１００ｍＲ 第３位 個人（ペア）
１年女子４×１００ｍＲ 第３位 浅見柊吾・永田雄大 ベスト１６

池田遥空・櫻井元夢 敗者復活
野球 １ 回 戦 １１－４ 乙女野木 勝ち 飯野幸太・峯一誠 〃
第３位 ２ 回 戦 ４－３ 藤岡一中 勝ち ※以上３ペア県大会出場
県大会出場 準々決勝 ４－３ 小山二中 勝ち

準 決 勝 ０－８ 壬 生 中 敗退 ソフト 団体２回戦 １－２ 南河内二中
テニス女子 敗退

サッカー １回戦 １－１ 小山三中 敗退 個人（ペア）
（ＰＫ戦負け） 佐藤花・萩原杏理 敗者復活

※県大会出場
バスケット １回戦 ５７－４０ 西方中 勝ち
ボール男子 ２回戦 ５４－５８ 大谷中 敗退 卓球男子 団体予選リーグ

団体３位 ３－０ 間々田中 勝ち
バスケット １回戦 ４７－５８ 美田中 敗退 県大会出場 ３－０ 小山城南中 勝ち
ボール女子 決勝トーナメント

１回戦 ３－２ 野木中 勝ち
バドミント 団体１回戦 ０－２ 壬生中 負け ２回戦 ３－２ 南河内二中 勝ち
ン 敗者復活戦 ２－１ 小山三中 勝ち 準決勝 １－３ 石橋中 負け
団体第10位 ２－１ 南河内二中 勝ち ３位決定戦 ３－１ 野木二中 勝ち
県大会出場 ９位決定戦 ０－２ 都賀中 負け

個人戦敗退 ＜ ◆ 裏 面 に 続 く ＞



卓球男子 シングルス 太田 聖斗 優勝 柔道女子 団体リーグ
中根 弘貴 敗者復活 団体準優勝 ２－１ 岩 舟 中 勝ち
※以上２名県大会出場 県大会出場 ２－１ 大平南中 勝ち

ダブルス ２－１ 國學院栃木中 勝ち
太田聖斗・中根弘貴 第３位 １－２ 野 木 中 負け
落合洸葵・玉野結希 ベスト１６ 個人

※以上２ペア県大会出場 優 勝 倉持 羽那・野澤 美祐希
準優勝 大賀 夏帆

卓球女子 団体決勝リーグ 敗退 ※以上３名県大会出場
０－３ 岩 舟 中 負け
２－３ 栃木南中 負け 剣道男子 団体 予選リーグ
シングルス 梅田 依茉 第３位 団体第９位 ２－１ 栃木東中 勝ち

※県大会出場 県大会出場 ３－１ 都 賀 中 勝ち
ダブルス ２－３ 乙 女 中 負け
梅田依茉・児珠清華 ベスト１６ 敗者復活 ２－１ 豊田中 勝ち

※県大会出場 個人
手塚 光太郎・見山 正剛

柔道男子 団体 予選リーグ２勝１敗 ベスト１６
団体準優勝 決勝トーナメント ※以上２名県大会出場
県大会出場 １回戦 ５－０ 岩 舟 中 勝ち

準決勝 ２－２ 小山三中 勝ち 剣道女子 団体 予選リーグ
（代表勝ち） １－４ 小山城南中 負け

決勝 １－４ 國學院栃木中 負け ０－４ 栃木東中 負け
個人 個人 予選敗退
準優勝 手塚 涼太
第３位 坂入 有哉・大久保 友樹

古河 流輝・池田 慶悟
※以上５名県大会出場

第３位 芝山 大空

水泳 共通女子１００ｍ平泳ぎ第３位・同２００ｍ第５位 関口 波瑠
共通男子１００ｍバタフライ第１位・同２００ｍ第１位 瀧澤 悠太 ※以上
〃 ５０ｍ自由形第９位・同１００ｍ第９位 若林 春陽 ４名８種目

共通女子５０ｍ自由形第１位・同１００ｍ第１位 奈良田 実亜 県大会出場

≪先生達も、学び合っています！≫
７月１６日（火）、本校「第１回Ｓ＆Ｕ授業

研究会」を実施しました。宇都宮大学教育学
部との連携による「Ｓ＆Ｕコラボ事業」も早
１１年目を迎え、今年度も大学の先生方にお
越しいただき、学校課題の解決に向けた取組
や校内授業研究会のもち方等について、ご指
導をいただきます。
今回の研究授業は、３年１組において、石

﨑真清教諭とギャニオン・デイビッドＡＬＴ
が、英語の授業『あの人にインタビューをしよ ＜研究授業＞ ＜授業研究会＞
う』を行いました。本校の全教職員と市内各小・中学校の先生方が授業を参観しました。「身近な人
物にインタビューを行うスキット原稿を作成しよう」というねらいのもと、積極的に英語でコミュニ
ケーションを図ろうとする生徒達の姿が見られました。
授業終了後は、図書室において、授業研究会をもちました。まず始めに、授業中の「良かった点、
学びが見られた点」あるいは、「疑問に思った点、学びが止まった点」等についてグループで協議し
た後、全体発表を行い、参加者の間で意見や考えの共有を図りました。
最後に、本日の指導助言者である、宇都宮大学教育学部助教の田村岳充先生から、指導講評をいた
だきました。田村先生は、学外においても、ＮＨＫラジオ基礎英語の講師を務められたり、宇都宮市
英語教育自主研究会を主宰されたりしている方です。先生からは、英語教育の話を中心としながらも、
授業中の生徒との関わり方、授業づくりの着眼点、授業者としての在り方等、幅広い視点からお話を
いただきました。
全体の研修会終了後も、本校の英語部会の教員達は、場所を移して先生を囲みながら、英語教育に
ついて話合いを行っていました。１１月２０日（水）実施予定の「第２回Ｓ＆Ｕ授業研究会」をはじ
め、今年度も、多くの研究授業・授業研究会の開催を予定しています。生徒達の学力向上に資するよ
う、教員の指導力向上、そして、授業改善に努めてまいります。


