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「運動ができることに感謝し、自分のベストを尽くす」 
 

副校長 佐藤 孝男 

 

エアコンの冷房に頼っていた日々が嘘のように、秋本番を感じる季節となりました。就寝時に毛布をプ

ラスするなど、寒暖の変化に対応しなければなりません。季節の変わり目は、風邪やインフルエンザにか

かりやすいので、いつも以上に健康管理が大切です。１０月１２日から衣替えの移行期間が始まり、教室

のエアコン（冷房）も出番が無くなりました。次は暖房をつけるときですが、その際は乾燥して喉を痛め

ないように気を付けましょう。この先、吹く風も冷たくなり、窓を開けずに換気が不十分にならないよう

に声を掛け合い、引き続き、感染症予防対策として換気、手洗い、三密の回避を徹底しましょう。 

１０月４日（日）に行われた八丈管内陸上記録会では、コロナ禍にもかかわらず多くの保護者、地域の

皆様にお越しいただき、マスクの着用やソーシャルディスタンスを保っての観戦など、感染防止のご協力

をいただき感謝いたします。また、当日の受付をはじめ、テント、長机、パイプ椅子の片付けや運搬のた

めのトラックを出していただくなど、保護者の皆様のお力添えでスムーズにまた 

無事記録会を終えることができました。ありがとうございました。 

八丈管内の生徒総勢約１８０名が一堂に会し、生徒自身のもつ記録更新を目標 

に、真剣なまなざしで競技する生徒たちに感銘を受けました。また、大会新記録 

を樹立した生徒もおり、日々練習に励み、努力してきた姿が目に浮かびます。リレー種目において富士中

は、６競技中５競技が１位となるなど、バトンパス練習の成果が現れたと言えます。競技だけでなく開会

式の選手宣誓では、コロナ禍を背景に「（中略）全ての種目に全力を注ぐことが八丈島・青ヶ島の人々の

笑顔につながることを信じています。そして、私たちが頑張る姿で島中に勇気・希望・活気をもたらしま

す。今こうして運動ができることに感謝し、自分のベストを尽くすことを誓います。」と素晴らしい宣誓

を聞くことができました。さらに、記録会の準備や片付けに率先して行動する生徒の姿に自主性、主体性

を感じました。記録会を通して全ての生徒が、昨日の自分より成長している今日の自分を感じることがで

きれば、この大会は成功したと言えるのではないでしょうか。 

大会本番を１１月１４日に控えた東京都駅伝大会は、選考会が悪天候のため予定通りとはいかず延期さ

れました。この学校だよりがお手元に届く頃には、選抜メンバーも決まっています。今年の駅伝大会はコ

ロナ禍の開催にあたり、出場校数が制限されます。昨年度の都駅伝の２０位までのチームと今年度行われ

たトラック種目の記録結果による１０校、そして、各島嶼の選抜チームが参加校となります。昨年１９位

だった八丈選抜女子は文句なしの出場です。男子は６１位の結果に終わったものの島嶼選抜で出場します。

今回は上位校の参加に限られるので、特に男子はプレッシャーに屈することなく、力を出し切ってほしい

ものです。駅伝はタスキをつなぐチーム種目です。チーム一丸となって頑張る姿、熱い走りに八丈島から

応援します。ベストを尽くしてください。 
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◇ 学校教育目標 ◇ 

自ら進んで学ぶ生徒 

人や自然を愛する生徒 

健康でねばり強い生徒 
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1位～3位 ★大会新記録 

  

 今年の陸上競技記録会は富士中学校において行われました。コロナ禍での開催であり、３密
を避けること、時間短縮を図ることを前提に計画の大幅な見直しを余儀なくされました。その
ために出場種目の削減、入場行進の省略を含めた開閉会式の簡略化など、例年とは違う実施形
態でしたが、その中で生徒たちは存分に力を発揮してくれました。まさに選手宣誓の葉月姫さ
んの言葉の中にある「私たちが頑張る姿で島中に勇気・希望・活気をもたらす」活躍でした。 
保護者・地域の皆さまからは熱い声援だけではなく、会場校として数々のご協力も頂いた中

で競技会を開催することができたこと、厚く御礼申し上げます。 
                             （体育科 氏部） 

女子 走高跳 
1-2年 ３位 山下 木苺  1m05 
男子 走高跳 
1-2年 １位 菊池  凱  1m45 
３年 １位 山下 洋次  1m45 

４×１００ｍリレー 
１年女子 １位 鈴木碧海・村上桜子・浅沼柚乃・持丸結衣    61”7 
  男子 ３位 淺沼章太・山下飛穏・沖山大志・持丸知裕    60”3 
２年女子 １位 篠原葉月・久保田希空・浅沼心・沖山美唯沙   62”3 
  男子 １位 阿久津美音・菊池凱・髙橋虎喜・浅沼飛劉    55”0 
３年女子 １位 石井咲希・奥山あゆみ・玉置妃瑶・菅原葉月姫  61”9 
  男子 １位 浅沼思友・玉置昊大・大西杜季・山下洋次    56”3 

 

女子 走幅跳 
１年 １位 鈴木 碧海  3m75 
２年 ２位 篠原 葉月 ★3m85 
３年 １位 菅原葉月姫  3m97 
   ２位 石井 咲希  3m56 
 
男子 走幅跳 
１年 ３位 山下 飛穏  4m22 
２年 １位 阿久津美音  4m91 

女子 800ｍ 
１年 １位 鈴木 碧海  2’54”9 
   ３位 田村怜央奈  3’07”3 
２年 １位 篠原 葉月  2’38”5 
   ２位 石井 明希  2’55”2 
   ３位 木村 潤葉  3’04”4 
３年 １位 石井 咲希  2’48”9 
男子 1500ｍ 
１年 ３位 持丸 知裕  6’02”9 
２年 １位 山丸 晃永  5’20”8 
   ３位 山本 涼斗  5’53”8 
３年 ２位 淺沼 隆太  5’27”7 

３位 佐々木貴士  6’00”7 

 

女子 100ｍ 
１年 ３位 持丸 結衣  15”6 
２年 ２位 久保田希空  15”9 
３年 １位 菅原葉月姫  15”2 

 ２位 奥山あゆみ  15”9 
 ３位 鶴見 心音  16”0 

男子 100ｍ 
１年 ３位 山下 飛穏  14”1 
２年 １位 阿久津美音  13”1 

２位 菊池  凱  13”2 
３年 １位 山下 洋次  13”0 

３位 浅沼 思友  13”4 
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台風直撃を受けて、１０月８日に予定していた八丈代表選考

会が実施できず、その後、各校とも中間考査や運動会練習など

で日程の調整が難しかったのですが、１０月２０日に富士中校

庭で行うことができました。 

男女とも１２人が挑戦し、男子７名、女子６名の枠を目指して、レー

ス前半から積極的な展開になりました。結果として富士中からは、男子

は山下洋次くん、阿久津美音くん、菊池凱くん、髙橋虎喜くん、山丸晃

永くんの５名が、女子は石井咲希さん、石井明希さん、篠原葉月さん、

鈴木碧海さんの４名が八丈島代表として選ばれました。本番は１１月１

４日（土）に荒川河川敷で行われます。乞うご期待ください。 
      

（体育科 氏部 和昭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月７日（土）９時３０分から富士中学校 体育館にて合唱コンクールを開催いたします。 

今年のスローガンは 

     「百歌繚乱 ～刻め歴史の１ページ！」    です。 

百歌繚乱には「いろいろな想いをのせた歌が、コロナ禍で行われる今年の合唱コンクールで咲き誇るよ

うに」という意味が込められています。実行委員会では、コロナ禍の中で思い出に残る、感動で鳥肌が立

つような合唱が響くコンクールにするという想いをこめてスローガンを考えました。感染症拡大防止の観

点から制限が多い中でのご観覧となりますが、富士中生の心が込められた感動的な歌声をぜひお聴きくだ

さい。                                         （合唱コンクール実行委員担当:金丸 恵美 ） 

実行委員  ※◎長〇副  指揮者 伴奏者 パートリーダー 

○鈴木 碧海 

駒澤 舷汰・浅沼 柚乃 

課題曲 玉置 瑶花 持丸 知裕 Ｓ山下 木苺 

Ａ石井 伶和 Ｔ岩崎 舞音矢 自由曲 山下 飛穏 村上 桜子 

○山本 涼斗 

濱野 柚月・久保田 希空 

課題曲 沖山 琉月 篠原 葉月 Ｓ笠原 風花 

Ａ浅沼 心  Ｔ関村 雅翔 自由曲 平井 あさ 尾野 結渚 

◎岩崎 空弥 

大西 杜季・浅沼 千葵 

課題曲 玉置 妃瑶 山本  彩由 Ｓ菅原 葉月姫 

Ａ奥山 あゆみ Ｔ玉田 北翔 自由曲 山下 洋次 石井 咲希 

※課題曲:「カリブ 夢の旅」 

自由曲：(１学年)「あなたに会えて……」(２学年)「キミのもとへ…」(３学年)「ＹＥＬＬ」 
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生徒会役員選挙 
  

９月25日（金）に、生徒会役員選挙がありました。今回、１，２年生合わせて 

４人が立候補しました。 

ポスター・たすき作り、朝の選挙活動、昼の政見放送などの活動を経て、選挙 

当日の立会演説会を迎えました。応援者とともに念入りなリハーサルを重ね、 

当日は自分の生徒会活動への思いが十分に伝わる素晴らしい演説をすることができました。 

 投票は、町で実際に使われている記載台と投票箱をお借り

して、緊張感のある選挙になりました。明日の富士中を担う

フレッシュな顔ぶれで、後期の生徒会活動がスタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生徒会担当 小笠原 幸子） 

 

１１月の主な予定 

 

会長 （２Ａ） 笠原 風歌さん 

副会長（１Ａ） 荒井 恵実さん 

書記 （２Ａ） 堀本 素良さん 

書記 （１Ａ） 持丸 知裕さん 

１１月 ４日（水）合唱コンクールリハーサル 

７日（土）合唱コンクール 

９日（月）～１７日（火）１・２年しゃべおじゃ 

   １０日（火）～１４日（土）３年修学旅行 

   １１日（水）～１３日（金）２年職場体験 

１４日（土）東京都駅伝大会  

１８日（水）町教研一斉部会 

２４日（火）～２６（木）２学期期末考査  

 ２６日（木）～１２月１日（火）３年しゃべおじゃ 

 ２７日（金）２・３年生復習確認テスト        

          

合唱コンクールについて 

 

「令和２年度 合唱コンクールの

ご案内」を１０月１２日付で配布

しております。日時、会場などを

ご確認ください。今年度は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点

から、プログラムの縮小やご観覧

の人数制限などをさせていただい

ております。ご了承ください。尚、

プログラムの配布は１０月末を予

定しております。 

 

 


