学校教育目標
〇さわやかな生き方を育てる
〇賢く考える力を育てる
〇豊かな心を育てる
〇健やかな身体を育てる

令和元年度 帯広市立帯広第八中学校 学校便り 第６号 令和元年６月 26 日

校長 能戸 貴英

６月２６日（水）、中体連夏季大会の壮行会が行われました。各部の決意表明のあと、吹奏楽部の演
奏による U.S.A で盛り上がり、全校生徒で円陣を組み恒例の「全校エール」により士気を高めました。
６０回を数える伝統ある市内夏季中体連大会は次の日程で行われます。これまでの練習の成果を発揮し
て、大会終了後に「さわやかな気持ち」になれるよう最後まであきらめない、悔いのない大会にしてほ
しいと思います。（陸上部は 29、30 日に通信陸上大会に参加します。）
また、３年生最後の全十勝中体連夏季
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・中庭は憩いの空間
今年度も昼休み中の中庭の開放を行なってい
ます。池や木陰、ベンチがある中、リラックスできる憩いの空間と
なっています。整備をしていただいたお陰で池に流れる水は昨年よ
り勢いがあります。鯉やニジマスも元気に泳いでいます。勉強や部
活動の疲れを癒やしてくれます。

・全十勝中体連春季ソフトボール大会
（６月８日、豊頃町営ソフトボール場）

「帯八市内合同（八中、五中、緑園中、南町中、川西中、上美生中）、優勝おめでとう！」
【準決勝】対豊頃中

２０－０（３回コールド）

【決 勝】対下音更中

８－６（６回タイブレーク）

・十勝地区カブスリーグ U-15 ２部（サッカー）（６月８、９，１５、２２、２３日、幕別札内）
第３節 対音更・駒場中 5-2、 第４節 対芽室中 A 1-7、 第５節 対緑南中 B 4-2、
第 6 節 対緑園中 0-7、 第７節 対帯二中 0-1 （前半戦終わって、８チーム中、第６位）

令和元年度

帯広市立帯広第八中学校

学校便り

・全十勝中学校水泳大会（６月８日、帯広の森市民プール、( )は全道参加標準）
「３年生佐々木君、２年生吉川さん、全道大会（函館）出場、おめでとう！」
【男子】200m 自由形

2`19”05（2`19”09） 、200m 個人メドレー ２`37”39（２`38”39） 佐々木 康成 君

【女子】 50m 自由形

30”47（31”99）、100m 自由形

1`07”17（1`08”09） 吉川 菜花 さん

・全十勝中学校対抗陸上競技大会（６月８、９日、帯広の森陸上競技場）
「３年生松原君・樂山さん・女子リレー、全道大会（旭川）出場、おめでとう！」
【男子】 ３年 100ｍ 松原 蓮

第３位（全道標準記録突破）

準決勝進出 ３年 200ｍ 松原
４×100mR

蓮（棄権・全道標準記録突破）

星野・松原・都築・松永

【女子】３年 100m 樂山 愛乃 第３位、
１年 100m 井上 璃胡 第５位

２年 100m 池田 智縞 第７位、
類家 遥香 第７位、

200m 池田 智縞（２年） 第７位
４×100mR

第７位

樂山 愛乃（３年）準決勝（棄権・全道標準記録突破）

佐藤・樂山・池田・井上

第２位（全道標準記録突破）、学校対抗女子総合 第７位

・全十勝中体連春季野球大会（６月８、９日、平和球場、伏古別公園野球場）
１回戦 対中札内中 ２－２（促進４－２）
２回戦 対芽室中 ７―１

・全十勝中体連春季ソフトテニス大会
（個人戦 ６月８日、帯広の森テニスコート）
【男子の部】１回戦敗退

山口千斗・山縣倖人組

【女子の部】ベスト 16

鈴木陽菜乃・長谷川実来組

・全十勝中体連春季卓球大会 団体戦（６月８日、帯広市総合体育館）
【男子】第１ステージ

１勝１敗（対翔陽中 1-3、対札内中 3-0）

【女子】第１ステージ

2 勝１敗（対西陵中 3-0、対足寄中 3-1、対札内東

中 0-3）

第２ステージ

１回戦 対札内中 3-0、２回戦 対更別中 1-3

・全十勝中体連春季バスケットボール大会（６月９,１５,１６日、
八中体育館,帯広の森体育館）

「男子 第３位、おめでとう！」
【男子】２回戦 対緑園中 ６０－４２、３回戦 対札内中 ８６－５０、
準決勝

対南町中

６５－８０

【女子】１回戦 対士幌中央中 １０２－１３、２回戦 対帯一中 ５６－５８

・全十勝中体連春季バレーボール大会（６月１５，１６日 帯一中体育館、帯広市総合体育館）
「男子 帯広合同（２年生 根竹君、今多君所属）優勝、おめでとう！」
【男子の部】リーグ戦 ３勝 対帯二中 ２-０ (25-6 25-13)、
対南町中 ２-０(25-14 25-21)、対芽室中 ２-０(25-20 25-10）
【女子の部】１回戦 対帯五中 2-０ (25-11 25-18 )、
２回戦 対翔陽中 ２-０ (25-8 25-10 )、
準々決勝 対更別中 ０-２ (14-25 17-25 )

【 ７月の主な行事予定 】
行
事
日 曜
1 月 生徒会一斉委員会
授業参観週間（～5日）、３年生進路学習会、
3 水
帯広市小中いじめ・非行防止サミット
4 木 ８組合同バス学習
5 金 学級懇談会、学校評議員会
全十勝夏季中体連大会（サッカー、野球、
7 土
剣道、卓球、バドミントン団、ソフトボール）
8
8
9

全十勝夏季中体連大会（サッカー、野球、卓球、

日 柔道、バドミントン個、テニス個、ソフトボール）
月 学年・分掌会議、給食費納入日（～10日）
火 八中タイム、クリーン作戦

行
事
日 曜
12 金 職員会議（５時間）、漢字検定
全十勝夏季中体連大会（サッカー、野球、
13 土
バレー、テニス団）
14 日 全十勝夏季中体連大会（サッカー、バレー、バスケ）
15 月 海の日
17 水 校内研修（５時間）
20 土 全十勝夏季中体連大会（バスケット ～21日）
23 火 大掃除
24 水 終業式（8/20まで夏季休業）、中央ブロック巡視
25 木 夏休み学習会（～30日）
26 金 全道中学校ソフトボール大会（～28日、帯広）

