
平成３０年度 国分寺中学校 学校だより 第１０号

いしずえ
学校教育目標
・意欲を持ち 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

＜大会～卓球部女子＞

≪３年生のように頑張るぞ！≫
下都賀地区内各会場にて開催された、運動部活動の「栃木県中学校新人体育大会下都賀地区予

選」に、９月２８日（金）・２９日（土）の両日、本校各部の部員達も参加しました。３年生部員
の引退後、新チームで臨む初めての大きな大会ということもあって、どの部とも期待や緊張感が
とても大きかったようです。結果は下記のとおりです。１２日（金）から始まる県大会への出場
を決めた部もあれば、残念ながら今回はあと一歩力及ばず、次回の大会に向けより一層の奮起を
誓った部もありました。なお、各会場には、後輩達の応援に駆け付けた３年生の姿も多数見られ
ました。
【大会結果】

陸上競技 共通４００ｍ第１位 江田 圭汰 卓球女子 団体予選Ｌ
〃 第２位 井元 瑞穂 ２－３ 栃木西中 負け

共通四種競技第２位 橋本 磨凜 １－３ 野 木 中 敗退
※以上３名県大会出場 個人シングルス 梅田依茉

１年1500ｍ第３位 海老原 智陽 ベスト８⇒県大会出場
同ダブルス

野球 １回戦 ４－９ 石橋中 敗退 梅田・児珠清華ペア ベスト８

サッカー １回戦 １－３ 大谷中 敗退 柔道男子 団体予選Ｌ
団体第３位 ５－０ 岩 舟 中 勝ち

バスケット １回戦 ８８－１７ 桑 中 勝ち 県大会出場 ３－２ 石 橋 中 勝ち
ボール男子 ２回戦 ５７－８１ 大谷中 敗退 １－３ 小山第三中 負け

同決勝Ｔ
バスケット １回戦 ２８－６２ 桑 中 敗退 １回戦 ５－０ 野 木 中 勝ち
ボール女子 準決勝 １－４ 國學院栃木中

負け
バドミント 団体１回戦 ０－２ 小山第二中 負け 個人
ン 同敗者復活 ２－１ 小山第三中 勝ち 準優勝 大久保友樹

同 １－２ 都 賀 中 敗退 第３位 手塚涼太・狩野竜也
個人 シングルス・ダブルス 敗退 古河流輝・池田慶悟

※以上５名県大会出場
バレーボー 予選Ｌ(リーグ) ２位通過
ル ２－０ 小山中 勝ち 柔道女子 団体Ｌ ２－０ 岩舟中 勝ち

０－２ 都賀中 負け 団体優勝 ３－０ 野木中 勝ち
２位Ｔ(トーナメント) 県大会出場 個人
２－０ 間 々 田 中 勝ち 優 勝 大賀夏帆・野澤美祐希
１－２ 藤岡第二中 負け 倉持羽那
２－０ 吹 上 中 勝ち １１位 ※以上３名県大会出場

ソフトテニ 団体２回戦 ３－０ 絹義務教育 勝ち 剣道男子 団体予選Ｌ
ス男子 同準々決勝 ０－２ 小 山 中 負け 団体 １－１ 岩 舟 中 分け
団体 同敗者復活 ２－０ 大 平 中 勝ち 県大会出場 ５－０ 絹義務教育 勝ち
県大会出場 個人 大野晃世・櫻井元夢ペア ２－０ 大 平 中 勝ち

ベスト８⇒県大会出場 決勝Ｔ 準々決勝
０－４ 小山第三中 負け

ソフトテニ 団体１回戦 ３－０ 都 賀 中 勝ち 個人 手塚光太郎
ス女子 同 ２回戦 １－２ 小山第二中 負け ベスト１６⇒県大会出場

個人 佐藤花・萩原杏理ペア
ベスト１６⇒県大会出場 剣道女子 個人 敗退

卓球男子 団体予選Ｌ ３－０ 壬 生 中 勝ち 水泳 瀧澤悠太 １００Ｍバタフライ優勝
同 ２－３ 栃木東中 負け 同２００Ｍ第２位

同決勝Ｔ 奈良田実亜 ５０Ｍ自由形第２位
１回戦 ０－３ 南犬飼中 敗退 関口波瑠 １００Ｍ平泳ぎ第２位

個人 シングルス・ダブルス 敗退 以上３名＋若林春陽県大会出場



【その他の大会の結果】

◆下都賀支部新人大会
○野 球 部 第３位
○ソフトテニス部男子 団体準優勝

個人第３位（大野晃世・櫻井元夢ペア）
○バレーボール部 準優勝

◆下都賀支部新人卓球強化練習会
○卓 球 部 男 子 団体第３位
○卓 球 部 女 子 シングルス優勝（梅田依茉）

ダブルス優勝（梅田依茉・児珠清華）
◆第７回サンスポーツソフトテニス研修大会

○ソフトテニス部女子 第３位 ＜大会～剣道部男子＞

≪下野市内小中高の素晴らしい交流でした！≫
９月１５日（土）、石橋中学校体育館を

会場に、下野市毎年秋の恒例となった「下
野市小中学校音楽祭」が開催されました。
当日は、市内小中学校より１６団体の合唱
並びに合奏の発表がありました。本校から
は、選抜合唱団が『春に』の合唱、吹奏楽
部が『PHANTASMAGORIA』の合奏で
参加し、多くの観衆を前に、素晴らしい歌
声や演奏を披露しました。また、それらを
熱心に聴き入る小学生達の姿を見ると、小 ＜選抜合唱団＞ ＜吹奏楽部＞
中の交流も確実に図れたように感じました。
なお、当日は最後に、県立石橋高等学校の合唱部並びに吹奏楽部の、子ども達向けに趣向を凝らした

発表があり、会場を大いに盛り上げてくれました。

≪最後の運動会、大変な盛り上がりでした！≫
９月２２日（土）、国分寺西小学校の運

動会が開催され、校長は、来賓としてお招
きいただき出席しました。国分寺西小学校
は、今年度末、国分寺小学校と統合再編の
運びとなっていて、国分寺西小学校として
は今回が最後の運動会となりました。その
ためもあり、当日は、保護者のみならず、
地域からも予想をはるかに上回る多くの参
加者がありました。
当日は、最後の運動会を飾るため、参加

者全員で大玉送りをする『西小学校∞(とわ) ＜玉入れ競争の係＞ ＜みんなで記念撮影＞
に』や、やはり参加者全員で写る『みんなで記念撮影』等の種目もありました。
また、今回は、国分寺西小学校出身の国分寺中学校生徒が「中学生ボランティア」として参加しまし

た。放送係や道具係として活躍するとともに、数多くの種目にも選手として参加しました。会進行の大
きな力となるだけでなく、小中の交流を図る貴重な機会ともなったため、来年度からは、国分寺小・国
分寺東小学校でも実施の方向で検討に入っています。

≪中学校の清掃活動はいかがでしたか？≫
１０月１日（月）、国分寺中学校区内の
３つの小学校と「清掃・交流活動による小
中交流」を実施しました。当日は、本校中
央委員（各学級前期学級委員並びに生徒会
本部役員）が３グループに分かれて各学校
を訪問しました。まず始めに、清掃の時
間、校内各所において、小学生を相手に本
校清掃活動の手本を示しました。その後、
体育館を会場に、清掃に関わる交流活動を
行いました。内容としては、清掃活動の振
り返りとして、小学生にインタビューをし ＜清掃活動＞ ＜交流活動＞
たり、防災頭巾の贈呈式や一緒にレクリェーションを行ったりしました。小学生へのインタビュ
ーでは、「大変参考になった。」とか、「中学生になったら、自分も頑張りたい。」といった、意欲
的な感想が多く発表されました。
今回の行事をはじめ、中学校入学前に多くの中学生と関わり、中学校の生活の様子を理解する

ことは、いわゆる「中１ギャップ」を軽減する意味でも、大きな効果が期待できるように思いま
す。今後も、小中一貫教育の推進を踏まえた小中交流を積極的に図っていきたいと考えています。


