
 

🏫２学期がスタートしました。充実と成長の２学期に向けて！  
本日、子どもたちは、日焼けした元気な姿を見せて 

くれました。夏休みの３７日間、コロナ感染も含め大 

きなけがや事故もなく、無事にこの日を迎えることがで 

きましたのも、保護者や地域の皆様方の日々の声かけ 

や見守りがあったおかげと心から感謝しております。 

さて、いよいよ、今日から２学期がスタートしました。始業式の中でも触れましたが、今夏は、１年延期

となっていた東京２０２０オリンピックの開催、２４日からはパラリンピックも始まり、連日アスリート

の皆さんからたくさんの感動と学び、そして勇気をもらっています。天候面では、例年にも増して厳しい暑

さ続き、閉庁期間中には、平成３０年の西日本豪雨を上回ると言われる記録的な大雨も経験しました。異常気象

や地球温暖化の問題を、自分たちの喫緊の課題として、真剣に考える必要性を痛切に感じたことでした。 

ただ、子どもたちのこの夏の生活を振り返ると、県総体や各種大会、日々の部活動、家庭での学習やお手伝い

など、校内外において大いに躍動し、やるべきことをこつこつと続けたことと思います。これらの経験は、必ず

これからの生活の土台となって、２学期の充実につながるものと確信しています。 

この学期は、１年の内でも一番長い学期（授業日は８２日間）となります。９月１１日（土）の体育祭

を皮切りに、現時点での予定ではありますが、宿毛、大月陸上・駅伝大会、文化祭、校内マラソン大会等、

個々の力を高め、その成果を集団の中で生かす活躍の場面が多く控えています。心を一つに、互いに認め

合い、高めあい、支えあいながらそれぞれの行事を成功させていきましょう。 

一方、高知県は、県独自のコロナ対応ステージを最も上の「非常事態」に

引き上げたことに加え、国の「まん延防止等重点措置」の対象地域（高知市）

に加えられるなど、依然、不安な状況が続いています。 

しかし、学校では、※新型コロナウイルス感染予防の手立てを講じた 

『学校の新しい生活様式』（朝と部活前の検温の徹底、マスクの着用、 

ソーシャルディスタンス、消毒、手洗い・うがいの習慣化など）も一定定着しており、まずは、私たちに

できる「うつらない」、「うつさない」ための行動や生活を、今一度見直しつつ、今後の感染状況を見極

めながら、日々の教育活動を推し進めていきたいと考えています。 

※詳細は、本日配付の「感染症予防策の徹底・教育活動上の配慮事項について」ご覧ください。 

様々な制約もあり何事も従来通りとはなりませんが、子どもたちには、ぜひ、学習やスポーツ、各行事

に目標をもって取り組み、自分の成長を実感できる学期にしてもらいたいと思います。これまで以上に、教

職員も、子どもたちの成長を後押しできるよう力を尽くして参りますので、保護者や地域の皆様には、引き続き

のご支援とご協力の程よろしくお願いいたします。残暑はしばらく続きそうです。子どもたち同様に、保護

者、地域の皆様のご健勝とご自愛のほど心よりお祈り申し上げます。 

 

🕊戦争の悲惨さと平和について考える全校登校日 
本校では、毎年８月の全校登校日（今年は８月５日＜水＞）を「平和登校日」と銘打って平和について

考える日としています。 

今年、終戦から７６年目の夏を迎えました。総人口の８割超（約８５％）が、戦後生まれとなり戦争を

体験していない世代が増えていく中で、私たちは、先の大戦を遠い過去の出来事と済ますのではなく、   

  戦争の事実をこれからも次の世代に語り継ぎ、世界の恒久平和を築くための教訓として

いかなくてはなりません。お便りでも紹介した７月の「宿毛・大月平和七夕祭」への 

参加のように、 大月っ子たちにも、平和な毎日を感謝すると同時に、平和について、 

戦争について、それぞれ自分の考えをしっかりともち、今の生活にあてはめて、何が 

大事なのかを考え「自分事」として行動できる人へと成長していってほしいと思います。 

          今年度の登校日は、次のような内容で取り組みました。        裏面に続く 

  



 

 平和学習：「第二次世界大戦の日本と人権侵害」 

戦争の悲惨さについて知り、生命と人権を尊重し平和な社会を築こうとする心を育てる。 

『戦争体験者６９人の証言』・『美輪明宏が語る原爆体験』 

（各教室にて YouTube動画を視聴）・人権作文 

 終学活： 75歳以上の高齢者の方への「残暑見舞い」葉書の作成、夏休みの生活について確認 

  

○第７５回高知県中学校総合体育大会報告 ７月２１日（水）～２5日（日） 
東部球場・春野運動公園体育館・りょうまスタジアム（陸上競技場）・県民体育館    

コロナ禍の中、中３生にとっては集大成の場となる県総体が、無観客で開催されました。今年度は、この夏の

甲子園大会でもありましたが、大会出場辞退校がでた場合も踏まえ、県中体連の指示もあり、感染者に対する差

別や誹謗中傷等をしない、させない、自分も他者に感染させる可能性があることなどの事前学習を行ったうえで

臨んだ大会でもありました。 

３密や飛沫感染に注意を払いながら練習を重ねてきた生徒たちは、３年生を中心にこれまで積み上げてきた

成果を精一杯発揮し各会場で、熱い戦いを繰り広げてくれました。勝負事には、勝ち負けはあります。ただそこで

一喜一優するのではなく、出場で学んだ他校の選手の技術的な面はもちろんの事、個々の競技に向かう姿勢や

応援の態度、マナーや挨拶、返事など見習うべき事は今後の練習や生活に取り入れ、更なる成長に繋げられる

よう願っています。 

 

・【野球の部】東部球場 ７月２１日（水）  

１回戦 大月中１－13朝倉中  

 

・【バレーボールの部】春野総合運動公園体育館 ７月２１日（水）  

  １回戦 大月中２（セットカウント）－０青柳中  ２回戦 大月中０－２香長中 

 

・【陸上の部】りょうまスタジアム ７月２２日（木）（敬称略） 

３年生男子：大久保 椋斗（400m・８００ｍ）   

半山  大雅 （400m・８００ｍ） 

２年生女子：島﨑 葉月（８００ｍ・１５００ｍ）  

１年生女子：住岡 彩音（１５００ｍ）  

 男子400mR（堀渕 来夢・宮地 瑛仁・冨田 偲温・大久保 椋斗 

・sub 小橋 幸成・石黒 莉庵・濵田 宗次郎） 

女子400mR（戸田 千尋・中田 凜・中田 香梨奈・今村 雛野・sub中地 あき乃・新谷 紗耶乃） 

 

・【卓球の部】高知県民体育館 ７月２5日（日） 個人戦（敬称略） 

 男子個人戦 澤村 陽斗(２回戦進出)  

 

 

○夏休みの部活動各大会結果報告（敬称略） 

県総体後の夏休みにも、子どもたちの部活動での胸を張れる活躍がありました。 

＊７月３０日（金）・３１日（土） 県学年別大会・夏季中学１年生卓球大会 

・男子シングルス：１年生 澤村 柊哉 第１位   菅 玲音 第５位  

                    久米 恭平 ベスト１６ 

・男子シングルス：3年生 澤村 陽斗 ベスト８    

本大会が３年生引退試合となりました。谷 陸矢くん、弘田 勇斗くんは、それぞれ１回戦を突破し上位へ、 

井上 愛茄さん、中野 和香さんも健闘し、精いっぱい持てる力を発揮してくれました。 

 

＊７月３１日（土） 県中学校バレーボール夏季交流大会（県春季大会代替大会） リーグ戦 

 １回戦 大月中０（セットカウント）－２高知中  ２回戦 大月中２－０中村中  

 ３回戦 大月中１－１朝ケ丘中 ※得失点差で大月の勝利 ４回戦 大月中２－０朝倉中 ☆第２位！ 
 

優勝 



 

この８月に予定されていた第７2回県中学校野球選手権大会、県中学校秋季学年別卓球大会（１．２年生）、 

県中学校バレーボール秋季大会が、県の「非常事態」宣言を受けコロナウイルス感染拡大防止のため、中止

となりました。この内、野球の選手権とバレーボール秋季大会については、３年生の引退試合となるはずでした。 

  ３年生の皆さんにとっては、締めくくり、現チームとしての集大成となる舞台が奪われ、さぞ、残念で

悔しい思いでいることと思います。けれど、皆さんの中学校生活はこれからも続きます。これまで練習で苦しかっ

たこと、努力してもうまくいかず悩んだこと、それも仲間と力を合わせ乗り越えてきた友情や信頼感など、それぞ

れが皆さんの心の財産になっていることと思います。これまで部活動で培ってきたこと、身に付けてきたことを今

後の生活に生かすことで、自身の更なる成長につなげてくれることを期待しています。 

 
 「夜のあとには朝が来る。冬のあとには 春が来る。嵐のあとには 日光にあふれた世界が来る。 

    罪のあとには 許しが来る。敗北のあとには チャンスが来る。」（ロバート・シュラー 自己啓発作家） 

           悪いことばかりは起こりません。その後に必ず良いこと、嬉しいことが待っています。 

 

 

📐「科学の甲子園ジュニア高知県大会」本選大会 高知会館 

・銅賞に輝く！ 

８月 １日（日）、参加４４チームの中から、県内各地区予選を突破した８チーム（私立２校（２

チーム）・県立１校・公立３校）が、高知市の高知会館に集い全国大会出場をかけて筆記（６０分）

と実技競技（９０分）に挑みました。結果は、銅賞となり、全国とはなりませんでしたが、本校初

の本選出場という快挙と代表選抜という栄誉を勝ち取った岩瀬くん、中田（香）さん、中田（遙）さん、

松田さん、宮地くん、山田くんの２年生６名の健闘を称えたいと思います。 

 
   
♪第５０回高知県吹奏楽コンクール 高知県民文化ホール（オレンジ）  
・銀賞に輝く！ 

吹奏楽部１４名（1年生 6名・2年生５名・3年生３名）は、新型コ 

ロナ感染症拡大に伴い、これまで出演してきた各イベントが、次々と 

中止となったこともあり、2年振りとなる本大会にかける意気込みは、 

相当なものでした。夏休みに入ってからは、例年ご指導いただいてい 

る竹本先生を招き、終日練習を行うなど精力的に取り組み、日を追う 

毎に、音の入りも揃い、音に厚みが出るなど、私にもその仕上がりが 

分かる程に完成度が増していました。 

８月２日（月）の当日は、１１番手の出場、丁度お昼ごろ演奏となりました。演奏曲は、「コタン 

の雪」（作曲：福島 弘和）、指揮者、福嶋先生、審査結果は、見事「銀賞」（参加３１団体）に輝きまし 

た。吹奏楽部の皆さんにとっては、様々な制約がある中、これまでこつこつと続けてきた努力が認めら 

れる結果となりました。今回の受賞は、きっと、定期演奏会等でいつも応援してくださる地域の方々も

喜んでくれる事と思います。そして、今まで、ご支援・ご協力いただいた保護者の皆様にも心より感謝

申し上げます。吹奏楽部の皆さん、おめでとうございました！ 

 
 
🍁ＰＴＡ愛校作業への協力ありがとうございました 

８月２２日（日）は、恒例となります愛校作業（除草・校内ガラス拭き）を 

していただきました。 

当日は、昨年度（２４名）を上回る３１名（名簿上）のＰTＡ会員保護者の皆様にご参加

をいただきお陰をもちまして、7 時前から始まり、わずか 2 時間程の内に、校内各教室

等の窓ガラス、校舎裏・校庭周辺及び斜面がみちがえるように、きれいになりました。 

子どもたちもこれから体育祭を控え、学校生活を気持ちよく送ることができます。 

 



改めまして、日曜の朝の貴重な時間、早朝より、作業へのご協力に心よりお礼申し上げます。 

また、今年度も、新型コロナウイルス感染症予防対策として、各地区での親子によるアルミ缶回収は行いませ

んでした。町の告知放送や各区長さんには文書にてその旨をお知らせいたしましたが、今年こそはと、回収を見

込み空き缶を貯めていただいていたご家庭もあったのではないかと思います。誠に申し訳ありませんでした。  

 なお、校舎裏駐輪場での回収は年間を通じて行っておりますので、引き続き、ご協力をお願いいたします。  ・

ＰＴＡ会長：竹田 智也 ・事業部長：竹田 英治 ・校長：門田 

 
 
 
 
 

 

 

 
☆９月の主な行事予定 
 

 
 
📳スマホや携帯から学校ホームページへ 

本校のホームページ（HP）を通信の発行に合わせ随時、更新しています。 

 昨年度から、右のＱＲコードをスマートフォンや携帯電話のバーコードリーダ

ー機能で読み取って、いつでも手軽に HPにアクセスできるようになりました。 

今後、内容等についても充実させていきたいと思いますので、是非、お立ち寄り

願います。 アドレス http://www.kochinet.ed.jp/otsuki-j/ 

 
 
 

曜 予　　定 日 曜 予　　定

1 水
防災の日※身体測定（１年生）8/30・31

南海トラフ地震対策シェイクアウト訓練
16 木

授業改善プラン訪問（英語）
校内研森教授来校（道徳）（15:00下校）

2 木 校内研　　　　　　　　（16:35下校） 17 金

3 金 身体測定（２年生） 18 土 県中学新人陸上大会

4 土 郡陸上選手権大会 19 日

5 日 20 月 敬老の日

6 月
企画委員会 　身体測定（３年生）①
教育実習生徳弘さん（養護）２８日まで

21 火
挨拶運動（卓球部）秋の交通安全運動～30日

佐々木ＳＣ来校　幡P女性役員会

7 火
身体測定（３年生）②
佐々木スクールカウンセラーＳＣ来校

22 水
宿毛市大月町陸上競技大会・駅伝大会
（11:47～12:16下校）（参加者16:35下校）

8 水 体育祭総練習・校内研   （16:35下校） 23 木 秋分の日　家庭読書の日

9 木 授業改善プラン訪問（英語） 24 金 特別支援学級サポート事業

10 金 挨拶運動（陸上部）体育祭総準備 25 土
県中学陸上選手権　県新人野球郡予選
県秋季卓球選手権大会（団体）

11 土 体育祭（午前中開催）　（15:00下校） 26 日
　　　　　　〃
県秋季卓球選手権大会（個人）

12 日 27 月
企画委員会
高知大岡村眞教授防災講演会

13 月 体育祭代休 スクール便あり（11:47～12:16下校） 28 火 佐々木ＳＣ来校　　教育実習終了

14 火 ＳＣ来校　校内支援会　 29 水 小中連携研統一部会　　（15:00下校）

15 水 校内研 30 木
挨拶運動（野球部）
開かれた学校づくり委員会（大月中）

http://www.kochinet.ed.jp/otsuki-j/

