
６月２６日～２８日まで期末テストを実施します。いよいよ

１学期末が近づいてきました。１年生の皆さんは、中学校の生

活に慣れたでしょうか。とまどうことも多かったのではないか

と思います。教科担任による授業、部活動など、新しい経験ば

かりで、あっという間の１学期だったかもしれません。２、３

年生のみなさんにとっても、新しい学年での１学期が終わりま

す。

１学期末を迎えるにあたり、学習のまとめ

をしっかりとして欲しいと思います。十分で

きていないと思うところは、今のうちにしっ

かり復習し、それでも十分でないところは、

夏休みの課題としましょう。自分から進んで

課題克服に向けて努力しましょう。

ー３年生は、進路を見すえた学習を！ー

今年は、高田高校、磯城野高校の先生に来ていただき、学校

紹介をしていただきました。両校とも、本校からは多数の卒業

生がお世話になっている学校です。両校とも、特色のある取り

組みを紹介していただきとても参考になりました。

さて、高校入試をマラソンにたとえ、今がスタートとします。

当然、これまでにどんなトレーニング(学習)を積んできたかに

よって、走り方(志望校や学習方法)は変わります。はじめから

ゴール目指して全力疾走が出来る人もいれば、何度も立ち止ま

り給水する人や休憩しなければ走り続けることができなくなる

人、途中でコースを変更する人などさまざまだと思います。し

かし、何が良くて、何が良くないということはありません。一

人一人がゴールを決め、自分の責任で進んでいくものですから、

人と比べてとやかく言うことではありません。

ただし、大切な事は、自分で納得して決めることです。将来

何をしたいのか、どんな自分でありたいのか、ぼんやりでもい

いから考えて下さい。そして、その進路(夢や目標)に向かって、

自分を信じ、最後まで努力を続けることです。そのことが、今

後の人生においても大きな力となると思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

本校の卒業生が、教育実習生として帰ってきました。

３～４週間という短い期間でしたが、年の近い先輩たちと楽し

く学習することができました。

〈実習に来てくれた卒業生〉

楠田 宏紀君(社会）、奥田 誠也君(数学)

先生となって、榛中に戻ってきてくれたらいいですね。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〈お礼〉６月14日(金) に行いました、授業参観・部活動保護

者会に多数ご参加いただき、ありがとうございました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

－－－ １学期のあいさつ運動 5/30～6/19 －－－－
榛原中学校の朝は、生徒達の爽やかな挨拶の声でスタ－トし

ます。今年も、生徒会の呼びかけで、５月30日(木)から６月19

日(水)まで、あいさつ運動が行われました。

生徒会の各専門委員会の生徒が交代で毎朝校門に立ち、生徒

会本部役員とともにあいさつのリーダーを務めました。

また、赤十字募

金も実施しました。

ご協力ありがとう

ございました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今年も、県内一斉のいじめに関するアンケートを行います。

県内、深刻な事象は報告されていませんが、小さないじめの種

は、どこの学校でも見られることだと思います。

本校では、学級担任と生徒との二者懇談なども行いながら、

生徒一人一人から話を聴いたり、相談活動を行っています。担

任に直接話しにくいことがあれば、学年の先生もいます。榛原

中学校には、たくさんの先生がいますし、カウンセラーさんに

聴いてもらうこともできます。

また、県では相談の電話を受け付けてくれますし、メールに

よる相談窓口もあります。

（「悩み なら メール」：soudan@soudan-nara-mail.jp）

みんなが安心して生活できる学校にしていくためには、困っ

たことがあれば、まずは相談してほしいと思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

７月１３日（土）13：30～ 宇陀市文化会館
講 師 三遊亭究斗さん

テーマ 「ピンチをチャンスに変えるキュ－トな生き方」

７月は「差別をなくす強調月間」です。市民集会は、毎年行わ

れています。小中学生の人権ポスターや標語の展示もあります

ので、是非ご参加ください。また、昨年度まで本校で勤務して

おられた松尾美保先生も出演されます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

７月２０日(土) 13:00～16:30 県立教育研究所

保護者や教育関係者が、互いの経験や悩みを語り合い、連携し、

不登校生徒への関わり方を考えます。

草にも木にも いいことをしよう 人にも自分にも いいことをしよう

令 和 元 年 度
本 年 度 の 重 点

『 自 ら の 成 長 を 実 感 で き る 学 校 』
夢 を 持 ち 、未 来 へ の 可 能 性 を 創 造 し て い く 生 徒 の 育 成令和元年 ６月26日（水）６月号

（http://www.haibara-jh.ed.city.uda.nara.jp/index.html） （文責 ： 学校長 久保）



このコーナーでは、部活動での取組の様子、試合結果、これ
からの予定等について、お知らせしていきます。

（※各部の夏の県総体等の予定は７月号でも紹介します）

《陸上競技》
●6/1(土)～2(日)

第69回 奈良県中学校陸上競技対校選手権大会 ＜橿原公苑陸上競技場＞

男子 走高跳 決勝 第４位 1m73 相原史門

男子 三段跳 決勝 第５位 12m19(+0.7) 生駒拓幹

女子 100ｍＨ(0.762m)決勝 第５位16.08(-1.2) 福西琉奈

女子 走高跳 決勝 第８位 4m78(-0.5) 山本花音

女子 四種競技決勝 第２位 2356点(15.97(+0.3)･1m48･8m

74･28.50(+0.1)) 福西琉奈

●6/8(土)～9(日)

2019年度 市中体 ＜橿原公苑陸上競技場＞

男子 １年１００ｍ 第１位 13.57(-0.2) 金沢悠太

男子 １年１００ｍ 第２位 14.09(-0.2) 小山 海

男子 ２年１００ｍ 第１位 12.57(+1.3) 新井雄斗

男子 ３年１００ｍ 第２位 12.49(+1.5) 生駒隼士

男子 ２００ｍ 第１位 25.47(-0.0) 生駒隼士

男子 ２００ｍ 第２位 26.77(-0.0) 松川直史

男子 ４００ｍ 第１位 58.76 山田陽穂

男子 ８００ｍ 第１位 2:13.23 生駒大智

男子 １年１５００ｍ 第１位 5:02.15 戎野太陽

男子 ２３年１５００ｍ 第１位 4:39.66 生駒大智

男子 低学年４×１００ｍリレー 第１位 52.79

①冨永主渡 ②小山 海 ③金沢悠太 ④生駒大智

男子 走高跳 第１位 1m70 相原史門

男子 走幅跳 第１位 5m89(-0.7) 生駒拓幹

男子 走幅跳 第２位 5m46(-0.6) 松田幸輝

男子 三段跳 第１位 12m02(+2.9) 生駒拓幹

男子 三段跳 第２位 11m03(+0.7) 松田幸輝

男子 砲丸投(5.000kg) 第３位 8m15 鉢窪大道

男子 円盤投(1.500kg) 第２位 25m70 鉢窪大道

女子 １年１００ｍ 第１位 15.14(+1.0) 森田陽菜

女子 ２年１００ｍ 第１位 13.60(+1.0) 冨元彩花

女子 ２００ｍ 第１位 27.58(+1.1) 山本花音

女子 １００ｍＨ(0.762m)第１位 15.82(+1.8) 福西琉奈

女子 ４×１００ｍリレー 第１位 53.33

①福西琉奈 ②冨元彩花 ③御前愛梨 ④山本花音

女子 走高跳 第１位 1m48 福西琉奈

女子 走高跳 第２位 1m25 冨元彩花

女子 走幅跳 第１位 4m91(-0.9) 山本花音

女子 走幅跳 第３位 3m51(-1.5) 松本優奈

女子 砲丸投 第１位 9m92 御前愛梨

女子 円盤投 第２位 23m02 髙村優和

○6/29(土)

第34回 奈良県中学校選抜混成陸上競技大会 ＜鴻ノ池陸上競技場＞

○7/14(土)～15(日)

第65回 全国中学生通信陸上競技奈良大会 ＜橿原公苑陸上競技場＞

○7/22(月)～23(火)

第70回 奈良県中学校総合体育大会 陸上競技の部 ＜鴻ノ池陸上競技場＞

各部員は、近畿・全国大会出場に向け、精一杯頑張っています。

《野 球》
●6/16（日）

宇陀市総合体育大会

大宇陀・白橿・聖徳合同×榛原 ３－０ 負け

室生×榛原 １２－８ 勝ち（タイブレーク９回）

○県総体

後日、抽選会で決定されます。７月号でお知らせし
夏の総体に向け、日々練習に励んでいます。

《ソフトテニス 男子・女子》
● 6/8（土）

宇陀中学校総合体育大会 ソフトテニス競技

〈大宇陀ふれあい交流ドーム〉

【男子個人】

橋本光希(3年) 西岡憲伸(3年) 優勝

南田壮一郎(3年) 朝日大智(2年) 2位

福山総将(3年) 山本凌(3年) 3位

三浦経仁郎(2年) 山添温陽(3年) 3位

赤松雄月(2年) 白井奏詩(3年) 5位

西村友佑(3年) 西岡虹晴(3年) 5位

【女子個人】

岩元望美(2年) 岩元愛美(2年) 優勝

松村怜音(3年) 松村奏良(2年) 2位

津田麗愛(3年) 新遥香(3年) 3位

※男女ともベスト６が県総体に出場

《バドミントン》
●6/8（土）

宇陀中学校体育大会（大宇陀体育館）

女子シングルスの部

第１位 藤本歩那（２年） 第２位 宮田千穂（３年）

第３位 向井綺音（３年） 第３位 細田夕菜（２年）

女子ダブルスの部

第１位 礒橋悠愛（３年）井谷真花（３年）

第２位 川上涼花（２年）福井友香（２年）

第３位 神野すみれ（３年）中谷葵（３年）

第３位 樋口香凜（３年）山本明香莉（３年）

●6/15（土）

第６５回奈良県中学校バドミントン選手権大会（田原本中央体育館）

女子ダブルス ベスト８ 礒橋悠愛（３年）井谷真花（３年）

○7/23（火）

第70回奈良県中学校総合体育大会 団体戦1日目（田原本中央体育館）

1回戦 vs 奈良学園

○7/24（水）

第70回奈良県中学校総合体育大会 団体戦2日目（田原本中央体育館）

○7/25（木）

第70回奈良県中学校総合体育大会 個人戦（田原本中央体育館）

出場者 女子シングルス

藤本歩那（2年） 宮田千穂（3年）

向井綺音（3年） 細田夕菜（2年）

出場者 女子ダブルス

礒橋悠愛（3年） 井谷真花（3年）

川上涼花（2年） 福井友香（2年）

草にも木にも いいことをしよう 人にも自分にも いいことをしよう



《剣 道》
●5/26日(日)
昇段審査 （ならでん武道場）

初段５名受審・・・５名合格

●6/16(日)
県総体Ｂブロック大会 （川西町立中央体育館）

男女とも敗退・・・・・県総体個人戦には出場できず

○7/25(木)

県総体男子団体戦 （ジェイテクトアリーナ奈良）

○7/26(金)

県総体女子団体戦 （ジェイテクトアリーナ奈良）

○8/4(日)

昇級審査 （ならでん武道場）

《卓 球》
○7/22(月)

県中学校総合体育大会(男子団体) （県立橿原体育館）

○7/24(水)

県中学校総合体育大会(男女個人) （県立橿原体育館）

○7/31(水)

近畿卓球選手権大会予選会(個人) （郡山総合体育館）

○8/28(水)

県中学校卓球選手権大会(シングルス) （県立橿原体育館）

○8/29(木)

県中学校卓球選手権大会(ダブルス） （県立橿原体育館）

《バスケットボール 男子》
○7/23(火)

県中学校総合体育大会 １回戦（第３試合）11:40～

vs 野原中（光陽中）

○7/25(木)
県中学校総合体育大会 2回戦（第1試合）9:00～

vs 五條西中（榛原中）

○7/28(日)
県中学校総合体育大会 3回戦（第3試合）

4回戦（第6試合）

（ならでんアリ－ナ）

○7/29(月)
県中学校総合体育大会 決勝リ－グ）

（ならでんアリ－ナ）

《バスケットボール 女子》
○7/24(水)

県中学校総合体育大会 １回戦

vs 橿原中（郡山南中）

○7/27(土)

県中学校総合体育大会 ２、３回戦（ならでんアリーナ）

○7/29(月)

県中学校総合体育大会 ４回戦、決勝リーグ①

（ならでんアリーナ）

○7/30(火)

県中学校総合体育大会 決勝リーグ②③

（ならでんアリーナ）

《バレーボール 女子》

●6/9（日）
宇陀中学校女子バレーボール夏季大会 〈榛原中学校〉
準優勝

○7/21（日）・22日（月）・24（水）・25日（木）

奈良県中学校総合体育大会（バレーボールの部）

【会場】

21（日） 畝傍中学校 22日（月） 桜井芝総合体育館

24（水）・25（木） 大和郡山市総合公園多目的体育館

【対戦校】

21日（日）Ｂコート第２試合 生駒北中学校

22日（月）Ｂコート第２試合 広陵ｖｓ生駒南中学校の勝者

Ｂコート第２試合 Ｂコート第１試合の勝者

《バレーボール 男子》
●6/9（日）

奈良市総合体育大会

優勝

●6/16（日）

沖中旗争奪親善試合〈菟田野中学校〉

グループ戦敗退

○7/6（土）～7日（日）

松阪市強化練習会参加（明和総合体育館・三重高校）

○7/21（日）、24（水）、25（木）

奈良県中学校総合体育大会

（畝傍中学校・矢田総合体育館）

《美術》

他校との共同学習計画中です。また、校外活動を計画してい

ます。

《書道》

各種コンク－ルに向け、創作活動頑張っています。

《吹奏楽》

●6/15(日)

校内ソロコンテスト

○7/27（土）

宇陀市立病院 病院まつり 出演

ひのき坂夏祭り 出演

○7/31（水）

墨坂神社 七夕まつり 出演

○8/5（月）

第61回奈良県吹奏楽コンク－ル 中学校小編成の部

（橿原文化会館）

○8/16（金）

宗祐寺 夏まつり 出演

《科学》 今年度の主な活動内容

・理科的な一つのテ－マを決め、共同で調べ学習を進める

・理科の教科書に出てくる実験や考察する

《水泳》

○7/25（木）・26（金）

奈良県中学校総合体育大会 （スイムピア奈良）

○8/2（金）

奈良県中高水泳記録会 （橿原運動公園総合プ－ル）

○8/12（月）

奈良県選手権大会 （橿原運動公園総合プ－ル）

○8/22（木）

奈良県新人大会 （天理プ－ル）

草にも木にも いいことをしよう 人にも自分にも いいことをしよう


