
 

 

 

 

 

 

 9 月 15 日（土）と 16 日（日）に本年度の胆江地区新

人大会（主催：地区中体連）が開催されました。6 月の

地区大会、7 月の県大会そして 8 月の東北大会を経て 3

年生から後輩諸君へバトンが引き継がれ切磋琢磨してき

たものと思います。新人チームとなっての初の公式大会

であり、1，2年生にとっては公式大会に初出場する生徒

諸君も多かったものと思います。 

 今まで先

輩方が築い

てきた伝統

を守り発展

させてきた

3年生、そし

てその礎に

さらに新た

な歴史を刻もうと 1，2年生の諸君が一丸となって取り組

んできた約 2 か月の取組の成果を如何なく発揮すること

ができ

たもの

と思い

ます。 

私は、

役員と

して剣

道会場

とバレーボール男子会場での金中生の活躍を見る機会が

ありました。会場には初々しい笑顔と直向きなプレーが

随所に見られました。技術的にはまだまだこれから練習

を重ねていかねばならない状況であると感じましたが、

新人大会らしい思い切ったプレーも見られました。 

 

 

 

 

 

 

また、保護者の皆さんや地域の皆さんの温かい声援も

頂き大変ありがとうございました。 

 大会の結果は次の通りです。   （敬称略） 

【野球】 2回戦 対前沢 0-3 惜敗 

【サッカー】 予選リーグ 2敗 敗退 

【バスケットボール男子】 予選リーグ 2敗 敗退 

【バスケットボール女子】 予選リーグ 2敗 敗退 

【バレーボール男子】 予選リーグ 2勝 1位通過 

  決勝トーナメント 1回戦 対胆沢 2-0 勝 

           準決勝 対水沢南 2-0 勝 

           決勝  対江刺東 2-0 勝 

  優勝 ＜県大会出場＞ 

【バレーボール女子】 予選リーグ 2勝 1位通過 

  決勝トーナメント 準決勝 対前沢 2-0 勝 

           決勝  対胆沢 2-1 勝 

  優勝 ＜県大会出場＞ 

【ソフトテニス男子】 団体予選リーグ 2位通過 

  決勝トーナメント 準決勝 対胆沢 2-1 勝 

           決勝  対水沢南 2-1 勝 

  団体優勝 ＜県大会出場＞ 

  個人 ＜県大会出場者＞ 

新倉・及川 ペア  準優勝 

老川・佐藤 ペア  ６位 

【ソフトテニス女子】 団体予選リーグ 2位通過 

  決勝トーナメント 準決勝 対胆沢 0-2 負 

          3位決定戦 対水沢南 2-1 勝 

  団体３位 

  個人 ベスト８････鈴木・千田 ペア 

【卓球男子】 団体予選リーグ 1位通過 

  決勝トーナメント 準決勝 対胆沢 3-0 勝 

           決勝  対水沢南 3-2 勝 

  団体優勝 ＜県大会出場＞ 

  個人 ベスト８････及川、菊池 

【卓球女子】 団体予選リーグ 1位通過 

  決勝トーナメント 準決勝 対水沢南 2-3惜敗 

  団体３位 

  個人････優勝  堀田 

      準優勝 岩渕 

      ３位  藤原   ＜以上県大会出場者＞ 

      ベスト８ 及川 

【バトミントン男子】  

団体予選リーグ 3敗 敗退 

  個人････シングルス、ダブルス 2回戦迄で敗退 

【バドミントン女子】 

  団体予選リーグ 1勝 2敗 敗退 

  個人････シングルス  

夏井   ベスト４ ＜県大会出場＞ 

      菅原   ベスト８ 

      ダブルス 

      朝倉・小野寺  ペア ベスト８ 

【ソフトボール女子】東水沢中学校と合同チーム 

 リーグ戦 3勝 1敗 準優勝 ＜県大会出場＞ 

【柔道】 団体 リーグ戦 ５位 

  個人＜県大会出場者＞ 

   81㎏級 準優勝 菊地 

   90㎏級 準優勝 宮舘 

【剣道男子】  

団体３位 ＜県大会出場＞ 

  個人＜県大会出場者＞ 

   準優勝 家子 

   ５位  関根 

   ６位  及川 

【剣道女子】 

  団体３位 ＜県大会出場＞ 

  個人＜県大会出場者＞ 

   準優勝 髙橋 

   ５位  桐山 

 県新人大会への出場権を得た諸君の更なる精進を期待

しています。 

 ２学期も「一人一授業」の実践交流が継続されています。日々

の授業改善に先生方が取り組んでいます。生徒諸君が授業の内

容が分かることは基より、学習内容を活用できることを目指し

て日々の授業を工夫改善しています。２学期の前半では次の

「一人一授業」の実践交流が行われました。 

○英語（２年 7,8 組） 授業者；本田先生 

8 月 30 日（木）2 校時に実施 

 Program 4 Eigo Rakugo  本文の読み方を中心に学習し、音

読の定着を図ることを目標にした授業です。 

○英語（２年４組） 授業者；佐藤先生 

9 月 4 日（火）3 校時に実施 

 Program 5 Gallver’s Travel 「ガリバー旅行記」の英文

読解を目標にした授業でした。読み取りシートを４人グループ

で取り組み、教え合い学習を展開する。 

○英語（1 年２組） 授業者；中村先生 

9 月 5 日（水）5 校時に実施 

 Power up4 Speaking 「時刻をたずねる・答える」を目標

にした授業でした。ペア学習で展開し、usually や at 等の使い

方も確認し表現する。 

○国語（1 年 3 組） 授業者；岩本先生 

9 月 10 日（月）4 校時に実施 

 教材「大人になれなかった弟たちに････」 心情をとらえた

朗読に挑戦する授業でした。登場人物の言葉、涙の意味すると

ころを読み取り、相互に意見交換をし考えを深めながら朗読し

ていました。 

○家庭（1 年２組） 授業者；泉先生 

9 月 13 日（木）5 校時に実施 

 食生活と自立「食事の計画」 一日分の献立を見直し、より

よい献立に改善することを目標にした授業でした。6 つの基礎

食品群を意識しながら、栄養バランスを考えて話し合い、考え

を深めていました。 

       授業で勝負・先手必勝の挨拶・心を耕す読書、そして高き志を 

              き ざ は し 
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