
揖斐川中だより
いよいよ令和３年度のグランドフィナーレを迎えます！ 校長 折戸 克明
新型コロナウイルス・オミクロン株の感染拡大にはなかなか歯止めがかからず、まん延

防止等重点措置も延長されてしまいましたが、いよいよ学校にとってのグランドフィナー
レとなる３月を迎えることとなりました。年度の締めくくりを迎えるにあたり、前号でも
予告をさせていただいたように、揖斐川中では 1年間の学校の歩みを総括するための『伝
統を引き継ぐ会』を２月１６日（水）に実施しました。
その中でも、本年度、特に力を入れたのは『３年生と語り合う会』の中身の充実です。

昨年度までは「語る会」と称していた部分を『語り合う会』と改め、文字通り卒業を間近
に控えた３年生と、来年度以降の学校の確かな歩みを支える責任を担う１・２年生とが、
それぞれの思いや願いを双方向で“語り合う”ための有意義な場を成立させるために、い
ろいろと工夫を凝らしてきました。その工夫の一つにタブレットを活用したオンラインに
よる双方向の“語り合い”があります。まん延防止等重点措置の延長によりコロナ対策の
より一層の強化が求められる中、タブレット端末を利用した縦割り小集団（１～３年の各
学級１班ずつ１５名程度のメンバーで構成）によるオンライン会議を同時に行うことがで
きるシステムを発見した職員集団、そして、その指示を受けつつササっとタブレットを操
作し、見事にテレビ会議を行えるようにしてしまった子どもたちを観ていて、「技術の進
歩は本当にすごいなぁ、どうしてそんなことができちゃうの？（＝自分はこの情報技術の
進化にとてもついていけないなぁ…）」と感心しきっていた私がいました。

システムづくりの見事さだけではなく、“語り合い”の中身も実に
見事なものでした。３年生一人一人がこれまでの自分の歩みの中でつ
かみ取ってきた自信や値打ちある生き方に関する考え方を堂々と語
り、それに対して１・２年生がさらに詳しく聞かせて欲しいことや、
下級生に期待することなどを質問したりして、互いの考え方を深め合
いました。全メニュー終了後、全校生徒は「自分が感じたこと」を振
り返り用紙に記しましたが、私はこの場面が最も値打ちのあることだ

と感じました。これまで、『自らに問いながら、自らを磨き続ける生き方を大切にしよう』
と生徒たちに投げかけ続けてきた私でしたが、まさにこの場面こそが『自分見つめのため
の貴重な時間』となり得ていたことを、大変嬉しく感じました。また、生徒たちが、語り
合いによって「揖斐川中伝統の３本柱【自治の精神・ひたむきな姿・思いやりの心】は、
自分たちの生き方や力を高めてくれるものなんだ」ということを確かめ合うことができた
ことも、今後の揖斐川中にとってとても喜ばしい足跡となっていたとも感じました。
伝統の３本柱に関わって、昨年度の全校生徒の手彫りで完成さ

せた標柱づくりに続いて、今年度は文化委員会が先導して「校歌
のイメージ画」制作を行いました。この２年間、一度も全校で一
緒に歌うことができなかった「校歌」に込められた願いを再確認
するために、１枚１枚のシールに心を込めて、全校生徒の手で創
り上げたドットデザイン画。台紙の裏面には、３本柱の中で自分
が特に大切にしたいと捉えているものや、他学年との交流活動の
中で自分なりに設定してきた目標（価値ある取り組み方・生き方）
等を一人一人が力強く記し、１枚の壁画として完成させました。『伝統を引き継ぐ会』後
半の『伝え合う会』で文化委員会から完成した壁画が披露されると、それぞれの教室から
自然と拍手が沸き起こりました。全校が一堂に会することなくオンラインでの会でしたが、
間違いなく全校の一体感を感じ合うことができる貴重な場となっていたと感じます。生徒
たちが、学校への愛着と誇りを確認し合い、それをひとつの物として表現するために工夫
を凝らして創り上げた１枚の壁画は、共に歩んだ者だからこそ感じ合うことができる、世
界にたった一つしかない宝物（財産）となり得ていました。生徒たちの見事な成長ぶりを
目の当たりにして、大きな喜びと感動を与えてもらえた、私たち教師集団にとっても非常
に貴重な瞬間がそこにはあったと思っています。
『自分事』と『つながり』というキーワードで揖斐川中の伝統継承の在り方を確かめ合
う素敵な足跡を刻み込み続けてきた揖斐川中生たち。その牽引役を立派に務めあげてきた
３年生１１１名が、いよいよあと１０日ほどで卒業を迎えます。３月８日の卒業証書授与
式も、コロナの影響で、全校で一堂に会することは困難な状況にありますが、そんな中で
も揖斐川中の生徒たちは、グランドフィナーレに相応しい、間違いなく立派な一体感を創
り上げてくれるものと私は信じています。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

【PTA 資源回収について】 

・令和４年３月１２日（土） AM７:30～PM２:00 

・回収場所：揖斐川中学校 用水路西側の駐車場 

・雨天決行 警報発表の場合は翌日に延期します。 

  ※中止の場合は音声告知放送にて連絡いたします。 

※駐車場への侵入は北側から南側へ抜ける一方通行。 

                                  

【義務教育９年間及び中学校３年間皆勤の生徒】 

〈９ヵ年皆勤〉窪田 樹 細野悠菜 宮内海音 渡邉有理沙  松岡舞子 

  森 美咲 若原由侑 瀧瀬朱唯 市川花音 加藤伶菜 

〈３ヵ年皆勤〉金崎旭浩 髙橋優斗 山田惇介 荒井彩寧  一瀨茉莉花  

窪田 莉 髙松咲歩 中村春翔 野原愛里 国枝大洋 小岩咲太朗  

坂晃三郎 橋本大暉  林 佑樹 細野唯斗 細野稟汰朗 岩間夏蓮    

坪井愛華 新川藍梨 増元 南 若原ゆい 窪田伊吹 酒井康佑  

浅利 樹 安藤梨乃 奥村莉々可 野村虹心 松井比那 

【県大会で３位以内に入賞し，さらに東海大会以上の大会に出場した生徒】 

・令和元年度 中体連ソフトボール競技 岐阜県大会準優勝 東海大会出場（１年次） 

    【栗田結里愛 増田百華 安藤羽純 市川花音】 

・令和元年度 中体連バドミントン競技 岐阜県大会女子シングルス 

第３位 東海大会出場（１年次）    坪井陽菜 

・令和元年度 岐阜県中学生学年別陸上競技大会 女子１年１００ｍ 

第４位 東海大会出場（１年次）  若原ゆい  

・令和２年度 全日本Ｕ－１５フットサル選手権 岐阜県・東海大会 準優勝  

    全国大会 ベスト１６（２年次） 若園大陸 

・令和３年度 岐阜県中学校水泳競技大会 男子１００ｍ平泳ぎ  

第４位 東海大会出場（３年次）  髙橋睦翔 

・令和３年度 第３回 岐阜県 U15 バスケットボール選手権大会 兼  Jr.ウインターカップ 

 第２回全国 U15 バスケットボール選手権大会 岐阜県予選会準優勝  

全国ジュニアバスケットボール選手権大会出場（３年次）  原 悠介 

【文化面において，顕著な活躍をした生徒】 

・令和３年度 揖斐郡科学作品展 金賞 ，岐阜県科学作品展 最優秀賞 

「女子力向上プロジェクト  STEP３ ～お茶で消毒作業は出来るのか？」 須原塡心 

栄光の足跡 

部活動・クラブ活動の部 
吹奏楽 

◇岐阜県アンサンブルコンテスト西濃地区大会 

打楽器四重奏 銀賞 細野実咲，宗宮千紘，山口禎葉，所 亮汰 

金管八重奏  銀賞  窪田一花，土屋孝治，小林茉央，生田梨紗， 

長柄侑那，久保田智葉，竹中うた，石榑天音 

     木管六重奏  銀賞  岩井聖真，堀 晴登，野口心花，窪田 彩希， 

野口 綾陽，斎藤 大翔 

◇第３８回中部日本個人・重奏コンテスト 岐阜県大会予選 

アルトサクソフォン  金賞   齊藤大翔 

トロンボーン     金賞   久保田智葉 

マリンバ       銀賞   山口禎葉 

フルート       銅賞   岩井聖真 

トランペット     銅賞   窪田一花 

空手 

◇第２８回西濃地区空手道選手権大会 

組手 中学生男子 第３位 岩井 聖治 

水泳 

◇ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会２０２２ 

１３・１４歳  ５０ｍ自由形 第 1位 服部花音 

１３・１４歳 １００ｍ自由形 第 1位 服部花音 

◇JSCA I LOVE ぎふスイミングカーニバル 

１３・１４歳  ５０ｍ自由形 第１位 服部花音 

１３・１４歳 １００ｍ自由形 第１位 服部花音 

◇令和３年度  揖斐郡体育協会表彰  優秀選手賞   

３年 髙橋睦翔 ，２年 服部花音 

 

 

文芸の部 
◇令和３年度 揖斐郡図工・美術作品展 

  《平面の部》 

最優秀賞 ２年 竹中 杏  

  優秀賞  ３年 酒井康佑 増元南    

      ２年 竹中うた    

       １年 谷口天音 向山綿乃 田口 照 

入  選   ３年 池端晃弥 河合沙弥 髙橋芙衣  

國枝大洋 若原由侑 長峯壯明  

浅利 樹 旧井ほのか 川瀨陽菜 

野村虹心 

２年 生田梨紗 岡部留奈 髙橋 花 

          新川夏望 安藤康貴 藤垣晃太 

        若園大  紗和子 野原英里子 

１年 小森夕菜 山口禎葉 細野慎太郎 

            竹中佑津佳 細野実咲 清水梨央 

            松野実来 森田菜々海 

◇令和３年度愛鳥週間ポスター作品コンクール 

  優秀賞  酒井 康佑 
            

賞 

詞 

の 
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