
出雲市立第二中学校 校長室だより第１１号 Ｒ１.７.１７（水） （文責：伊藤成二）
※この号は、市総体を中心に掲載しました。私の目で見た各部の頑張りと顧問からのメッセージをお届けします。結果の詳

細は学校だよりをご覧ください。記事は本校ブログに掲載したものを再編集しています。皆様からのご支援に感謝いたします。

『自分株』を磨き、『学校株』を高める（第１１話）

午後2時40分、緊張感が高まった。いよいよ男子400ｍ

リレーの決勝である。静まり返った競技場にピストルの音

が響き、第一走者が飛び出す、あっという間に第二走

6月18日、この時期としては少し肌寒く小雨模様の 者、第三走者へとバトンが渡る、順調である。最後のバト

朝を迎えた。男女の400ｍリレー、全国中学校陸上選 ンパス、1位か2位か、かなり競った状況、そして胸50ｃｍ

手権大会の出場権をかけたレースとなる通信陸上大 ほどのリードでフィニッシュ。勝利した喜び。昨年度に続く

会が浜山運動公園で開催された。男子チームは、今 『Ｖ２』。胸が熱くて声を出すと涙がこぼれそうである。新

年度の400ｍリレーの島根県ランキングは1位、この時 チームになってから常に追われ続けてきたメンバー、大き

点では全国に一番近い場所に位置している。しかし、リ な緊張を乗り越えたみごとな優勝である。この優勝と全

レーは各走者のタイムの足し算はもとよりバトンの受け 国大会への出場権獲得は、陸上部全員の力であり、応

渡しの妙技が勝敗を決める。レースは1本勝負、緊張 援にかけ参じた昨年度のリレーメンバーの力である。7月

感は生半可なものではない。 19日からの県総体、8月9

予選は37チーム（5組）がエントリーし、各組1位＋ 日からの中国大会、そして8

（2位以下タイム順3位）が決勝に進出する。予選は強 月21日からの全国大会で

豪チームが順当に勝ち上がった。チーム二中も危なげ の活躍を期待したい。

なく決勝進出を決めた。 応援をお願いします。

【5.28体操】 市総体の先

陣を切って体操競技が、

浜山公園体育館カミアリ

ーナで開催された。本校

からは9人がエントリーし、

跳馬、平均台、床、段違

い平行棒の4つの種目に挑んだ。練習風景をよく見る私に

は、「難易度の高い技への挑戦は怪我との隣り合わせ」と

思う。選手の演技を見ながら、この技の一つ一つにどれだ

けの汗と努力があったのだろうかと胸が熱くなる。それぞれ

の選手の真剣な演技に拍手が沸き起こる。失敗もあるが、

失敗は成功のためのいしずえ（礎）である。県総体では失

敗を恐れず、最高の演技を見せてほしい。

【結果】

＜団体の部＞ 優勝（石飛、佐々木、奥井、大坪）

＜個人の部＞ ＊個人総合のみを記載

2位 石飛、6位 佐々木、8位 奥井

【コメント】 顧問：村上先生

市総体では、一人一人が自分のためだけに演技をする

のではなく、体操部の仲間のために演技をすることで、団

体で優勝することができました。次の県総体に向かって毎

日の練習を大切にし、全員が最高の演技ができるよう頑張

っていきます。

【6.4･5男子バスケット】
斐川西中学校体育館を

会場に熱戦が繰り広げられ
た。本校チームは、初日の
予選グループ戦を１位通過
し、翌日の決勝戦に駒を進
めた。私（伊藤）が観戦した
平田中との決勝戦は、第一クオーター、緊張もあるのかお
互いにシュートが決まらず低スコアの戦い。しかし、リードは
許さず、徐々に二中チームが主導権を握り、得点差を広げ
ていった。
今大会の成果は、相手にゆとりを与えない早い攻めと強

固の守備である。県総体では、立ちはだかる松江市中学
校の壁をいくつ撃破できるかである。県総体上位入賞と中
国大会出場を目指して、さらに『株』を高めてほしい。
【結果】 ＜予選グループ戦＞ １位通過

対湖陵中92－36、対斐川西中103－22
＜決勝戦＞ 優勝 対平田中64－31
【コメント】 顧問：大下先生
市総体、優勝することができました。ありがとうございまし

た。平田中との決勝戦では、なかなかシュートを決めきるこ
とができませんでしたが、ディフェンスで守り勝つことができ
ました。これからチームの目標が達成できるように一生懸命
練習に取り組んでいきたいです。応援されるチームになって
いきます。

【6･4野球】 1回表、浜山

中に2点の先取点が入っ

た。しかし、その裏、ランナ

ーを2塁において勇さんが

レフトの頭上を越える3塁

打を放って1点、さらに吉

野さんの適時打で得点を加えて同点とした。その後、両チ

ームはランナーを塁に出すものの得点には至らず、両投手

の投げ合いとなった。特に、本校ピッチャーの伊藤さんは丁

寧にコースをつき、キャッチャーの勇さんは身を挺して受け

止めた。しかし5回、追加点をあげたのは浜山中、これが決

勝点となった。チーム一丸となって挑んだ市総体。県総体

の切符は得られなかったが、爽やかなチーム野球は思い出

に残るものだった。

【結果】 二中 2－3 浜山中 一回戦敗退

【コメント】顧問：伊藤先生

応援していただき、ありがとうございました。選手たちはそ

れぞれの立場でとても頑張りました。二中野球部の伝統を

創ろうと、全員で「あいさつ・礼儀・マナー」に取り組んできま

した。今では愛すべき最高のチームです。私は1･2年生と

新たな目標に向かって頑張っていきます。3年生も次の目

標へ向かって頑張ってください。

【6.4･5バレー】 浜山公

園カミアリーナ体育館で

開催された。県総体出

場権をかけた向陽中との

対戦は、チーム二中が

サーブで崩してリードした

が、そのリードを守り切れず1セット目を22点で押し切られ

た。2セット目も最後まで諦めずにボールをつないだが、勝

利の女神は微笑まなかった。チーム一丸でよく頑張った。

【結果】 ●対三中（0－2） ●対斐川東中（1－2）

○対河南中（2－0） ●対向陽中（0－2）

【コメント】 顧問：安達先生

初日の斐川東中戦では、コートの中の6人が自分の仕

事をしっかり果たそうと努力し、ボールを拾って繋いで打っ

て、一生懸命にプレーしました。結果的には負けに終わりま

したが、斐川東中戦ではこれまで課題であった「自分たち

で質の良い声を出してゲームを盛り上げる」ということができ

た場面も多くありました。

二日目の第一試合で、県大会出場権をかけて向陽中

と対戦しました。非常に大切な試合で、3年生からは「今日

が勝負なんだ」という緊張感がひしひしと伝わってきました。

1セット目、向陽中の隙を狙って攻めることができたプレー

や、鋭いスパイクを粘り強く拾ったプレーが多くみられ、今ま

での練習してきたことをしっかり出し切ることができました。

最後の最後まで1点を諦めることなく、全力で試合に臨む

ことができました。1点の重さ、難しさ、大切さを知ることが

できたと思います。3年生は引退となりますが、中学校の部

活動生活の中で自分ができるようになったことや学んだこ

とを、これからも大切にしてほしいと願っています。

【6.4･5テニス】 浜山

公園テニス場におい

て、4日（火）に個人戦、

5日（水）に団体戦が行

われた。個人戦には本

校から12ペアが出場

し、精一杯ボールを追いかけた。結果、県総体への出場権

を手にしたのは小玉・福ペアである。団体戦では、秋の新人

戦3位の実績をもって挑んだ。各チームの実力が均衡してい

て、どの試合も1ペアは勝利したものの2勝目が僅差で勝ち

きれなかった。選手と部員にとっては悔しい敗戦となったが、

チームワークの良さや最後まで諦めないプレーなど、頑張り

は高く評価できる。拍手をおくりたい。

【結果】＜個人戦＞ 県大会出場権獲得 児玉・福ペア

＜団体戦＞ 6敗（内１対２が5試合）

【コメント】 顧問： 日原先生

個人戦では小玉・福ペアが県総体の切符を獲得。団体

戦は7校の総当たり戦で、結果は6敗で県総体への出場は

叶いませんでした。新チームには今年の無念を晴らすべく、

来年に向けて必死に練習をしてほしいと思います。

【6.4･5女子バスケット】 4日

に北陵中学校体育館で予選

グループ戦、5日に斐川西中

体育館で順位決定戦が行わ

れた。予選グループ戦では、

優勝候補の北陵中に敗れた

ものの50得点をあげた。随所に見せたスリーポイントは見事

の一言である。続く浜山中に勝利し、グループ2位で翌日の

順位決定戦に駒を進めた。

5日、対戦相手は斐川西中、県総体の出場権をかけた大

一番。第1クオーターから大接戦、客席となったギャラリーか

らは、シュートを放つたびに歓声が上がる。6点のビハインド

で第2クオーターを終了。残り半分、これからが正念場だ。

第3クオーター、追いつこうと必死に攻める。効果的にスリー

ポイントも決まり1ゴール差、しかし、それからは一進一退、時

間だけが過ぎる。そして、無情にも終了のブザーが響いた。1

ゴール差（2点）という僅差での惜敗である。敗れはしたもの

の、最後まで諦めなかったチーム二中の健闘に拍手をおくり

たい。

【結果】

●対出雲北陵中（50－77） ○対浜山中（79－29）

●対斐川西中（63－65）

【コメント】 顧問： 佐藤先生

今回の市総体では県総体出場を目標に3年生を中心に

今までの練習成果が出るように頑張ってくれたと思います。2

日目の斐川西との試合は前半で先制されていたところを逆

転する激しい闘いを見せてくれました。敗れはしたものの、最

後の笛がなるまでボールを追う姿は本当に感動しました。13

人それぞれが部活で学んだ経験を活かし、進路実現に向け

て最後まであきらめずに闘ってほしいと思います。



【6 . 18陸上】
浜山公園

陸上競技場
で 開 催 さ れ
た。本校から
は男子33名、
女子26名、合
計59名がエントリーし、各選手が自己ベストと県大会の出
場権を目ざして全力を出し切った。自らの出番のない時間
帯には、補助役員として主体的に責任を果たすなど、大会
運営にも大いに貢献した。『自分株』はもとより、『二中株』
を高める一日となった。多くの選手が県総体出場権を得
た。これからの更なる頑張りを期待し、健闘を祈りたい。
【結果】 ＊上位入賞者のみを記載
・3男100ｍ 1位＜管＞
・全男200ｍ 1位＜管＞、3位＜三島＞
・全男400ｍ 1位＜三島＞、3位＜宮嵜＞
・全男800ｍ 1位＜川本＞、3位＜妹尾＞
・2男1500ｍ 3位＜杉原＞
・全男400ｍＲ 1位＜宮嵜、管、三島、森木＞
・全男走幅跳 3位＜日野＞
・全男四種 1位＜森木＞
・１女100ｍ 1位＜畑＞、3位＜吾郷＞
・１女800ｍ 1位＜妹尾＞、2位＜布野＞
・１女400ｍＲ 1位＜布野、畑、吾郷、加藤＞
・全女走幅跳 3位＜大賀＞
【コメント】 顧問：木下先生
今年の目標である通信陸上での全学年男子リレーの二

連覇と県総体全員出場を目指して挑みました。通信陸上
では部員一丸となって、二連覇を達成することができまし
た。たくさんの方に応援にかけつけてくださり、ありがとうござ
いました。市総体では35人が県総体の出場権を獲得しまし
た。県総体全員出場は達成できませんでしたが、大切なこ
とは次に向けての準備だと思います。

【6.28水泳】 県立

水泳プール（松江市

上乃木）において松

江市中体連との共

同開催で実施。競

技は出雲市と松江

市が別々のレースで
競った。1年生にとっては初めての50ｍプールでの実戦と

なった。今回は、期末テスト直後の大会となり、十分な練

習ができなかったことは、校長としても悔やむところである。

しかし、各選手は精いっぱいに泳ぎ切り、多くが自己ベストを

叩き出したことは立派である。

【結果】 ＊上位入賞及び県標準記録突破者を記載
・男子400ｍメドレーR 3位＜前田、内部、加藤、成相＞

・男子100ｍ背泳ぎ 4位＜板垣＞ 6位＜前田＞

・男子50ｍ自由形 5位＜内部＞

・男子400ｍフリーR 4位＜加藤、板垣、内部、中尾＞

・女子400ｍフリーR 4位＜石原、清水、森脇、筒井＞

【コメント】 顧問：福田先生
朝は、雨で肌寒い天気でしたが、10時頃からは熱中症

警報が出るぐらいの暑さの中で、外のプールでの大会でし

た。良かったことは、「①多くの自己ベストが出たこと」、「②

まとまった応援ができたこと」です。

次の県大会に向けて、泳法に気をつけ、さらに泳ぎ込ん

でいきたいと思います。応援ありがとうございました。

【6.04サッカー】 浜山公園陸
上競技場に二中イレブンが姿
を見せた。対戦相手は優勝候
補の第三中学校である。三中
は個人技とともに攻めあがる
破壊力が持ち味で、二中イレ
ブンにとっては強敵、先取点を
与えない粘りのサッカーが求められた。
試合は、攻める三中と迎え撃つ二中の攻防で始まった。

前半終盤に痛い先取点を奪われ、前半を0対1で折り返し
た。後半は点を取りに行くしかない。二中イレブンは三中の
堅い守りをこじ開けようと懸命に走りパスをつないだ。しか
し、カウンターをくらって追加点を許す。敗戦ではあったが、
精一杯の頑張りとこれまでの練習の成果を見せてくれた。
【結果】 ●対三中 0－4
【コメント】 顧問：村上先生
昨年10月、新チームとなって初めての公式試合、新人

戦。結果は「出雲地区大会出場」を逃す結果となった。「技
能・運動量・ファイティングスピリッツ」、総てにおいて戦う以
前の問題のように思えた。
ある日の練習時、ボールを蹴って楽しんでいる様子に愕

然とし、「このままでいいのか？」をテーマにミーテイングを
開いた。そして、「約束と目標」を決めた。
新3年となった彼らは変わった。チームで一生懸命練習

するようになった。5月遠征でBest4、県リーグ戦でも勝利す
ることが増えた。「出雲市総体」、結果は上記の通りであ
る。負けはしたが彼らのこれまでの歩みを誇りに思うことがで
きた。彼らは、サッカーを通して、確かに成長を遂げたのだ
から。

【6.4･5剣道】 平田中学校
体育館を会場に、個人戦と団
体戦が行われた。
男子団体準決勝（三中戦）

の終盤である。4人を終えて2
勝2敗、本数も並んでいる。全
てが大将戦で決まる。見ごたえのある大将戦が始まった。
一進一退の攻防が続く。「メン」、お互いの竹刀がしなり、相
手の面を捉えた。白旗が3本、本校の伊藤さんが取った。2
本目は、伊藤さんが振りかざした手元にコテが入る。その後
延長戦を戦ったが決着はつかず、決着は代表戦に持ち込
まれた。本校は伊藤さんが代表として対戦したが、1本を奪
われて悔しい敗戦となった。
【結果】 ＜男子団体＞ 3位
○対一中 3－0
●対三中 2－2 （代表戦で敗退）

＜女子団体＞ ●対斐川東中 0－3
＜男子個人＞ ☆3位 勝部
☆県総体出場者：勝部、伊藤、永澤、小村、高橋

＜女子個人＞ ☆県総体出場者：中林
【コメント】 顧問：勝部先生
男子個人では、延長戦が続いたが粘り強く戦い3位入賞

を手にした。男子団体ではチームで上手くつなぎ、3位入
賞を手にした。男女とも、紙一重のところで敗退する場面
が多くみられた。県総体まで、わずかな差を埋めるためチー
ム一丸となり稽古に励んでいく。
するようになった。

【6.4･5卓球】 斐
川第一体育館を会
場に、4日が団体
戦、5日が個人戦を
行った。本校からエ
ントリーしたのは、男
子シングルス11名、男子ダブルス4ペア8名、合計10名で
ある。団体戦は、シングルス4試合、ダブルス1試合の対戦
が組まれ、3勝をあげたチームの勝利となる。それぞれが自
らの役割を果たそうと善戦したが勝利の女神は微笑まなか
った。個人戦シングルスは、100名を超える選手がトーナメ
ント方式で競ったが2回戦突破が果たせなかった。ダブル
スは、4グループに分かれて予選リーグを戦ったが、予選リ
ーグ1位のみが進出できる決勝トーナメントには進めなかっ
た。
【結果】 ＜団体の部＞ 7敗
＜個人の部＞ ○シングルス 2回戦敗退
○ダブルス （予選リーグ）
・A組 深津・森山 2位/4 ・B組 曽田・大嶋 3位/4
・C組 坂本・川井 3位/5 ・D組 安達・槇原 2位/5

【コメント】顧問： 長束先生
県総体出場を目標に生徒全員が最後まで諦めずに戦っ

たが、残念ながら目標を達成することはできなかった。しか
し、試合内容は今までのどの練習試合や大会よりも良く、
日々の練習に一生懸命取り組んだ成果や生徒の大きな成
長を感じることができた。来年は目標を達成できるよう、一
層努力を重ねていきたい。

6月16日（日）、二中の恒例とな

っている親子活動を、その一番手と

して2年生が行った。音頭取りは学

年ＰＴＡである。9時過ぎにはたくさ

んの食材が職員玄関に届いた。そ

して、主役の生徒とお父さん・お母

さんが体育館下のピロティに集まっ

てきた。

10時、清掃班と調理班に分かれ

て作業が始まった。調理班は160

食のカレー作りである。出来上がり

には大鍋がピロティに並ぶ。清掃班

は、2年生教室と廊下、トイレ、手洗

い場など通常の清掃時間では落と

しきれない汚れに挑んだ。大人の皆さんには、生徒の出入

りが禁じられている校庭側ベランダから窓を磨いていただい

た。教室の床は何年ぶりとなるワックスがけも行った。１時

間余りで、教室も廊下もトイレもきれいに磨き上げられた。

清掃が完了したころ合いに、調理班のカレーもピロティに

持ち込まれた。大量に作られたカレーをみんなで食べるの

だから、あちらこちらで笑顔の花が咲く。

ご参加いただきました保護者の皆様、休日返上で汗を

流してくれた生徒の皆さん、本当にありがとうございました。

例年よりも遅れて梅雨入りした中
国地方、今朝も小雨交じりのどんよ
りとした天気。そんな梅雨空の下、1
年生の親子活動が行われた。私が
様子を見に行く途中、とっても食欲
をそそる匂いが漂ってきた。お母さ
ん方が作るカレーである。大鍋5個
がぐつぐつほどよく食べ頃のようだ。
親子活動のメインは北校舎の清掃
である。北校舎は市内でも一番を
競う古い校舎だ。廊下は昔ながらの
板張りで弾力ときしむ音は年季を感
じさせる。教室は机と椅子をすべて
廊下に出して床を磨き上げた。昨
年のワックスを落として、新しいワックスをかけた。手洗い場
やトイレも洗剤を使ってゴシゴシ磨いた。そして、1時間足ら
ずで清掃作業は終了した。明日からは、ピカピカの校舎で
これまで以上に気持ちよく活動できる。
清掃作業を終えるとランチタイム、体育館下のピロティ

が会場である。大量に作ったカレーは実に美味しい。それぞ
れの場所に陣取ってカレーを味わった。舌鼓が聞こえてき
そうである。ドンドン♪
休日返上でご来校いただいた保護者の皆さま、一緒に

汗を流してくれた生徒の皆さん、今日は本当にありがとう。

この度、市内の全小中学校に携帯電話が配備され
ました。これにより、固定電話及び緊急連絡の夏
季休業中の対応を、原則、次にように試行します。
ご理解の上、ご協力をお願いします。

【月曜日～金曜日】
○固定電話の対応時間は、勤務時間

（８：１０～１６：５５）内とします。
○学校から家庭への連絡は、勤務時間内に行いま
すが、連絡がつかない場合や緊急連絡は勤務時
間を越えて行います。

【土曜日、日曜日、祝祭日】
○ 固定電話の対応は行いません。

【緊急時の連絡】『緊急連絡用電話』にダイヤルし
てください。職員が居る時間は対応します。

『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『


