
                                  

 

 

  

 

   

 せっかく明日から２学期が始まろうという時に、予想を上回る事態となってしまいました。東京
をはじめとする大都会は無論のこと、この三重県という地方の様相も、これまでにないものとなっ
ており、亀山市においても例外ではありません。そのような中で、一方では感染症対策と生徒の安 
心安全、また一方では学習環境の保障と、これ 
らを同時に実現させていくという極めて難しい 
局面になっています。本校の教職員も一丸とな 
って、市教育委員会等からの助言や支援を得な 
がら、精一杯努力していきたいと思います。 
 さて、保護者の皆さんや生徒の皆さんにも、「これからどうしていくのだろう？」と疑問や不安

があることと思います。我々教職員も同じで、多くの先生たちから同様の声を聞いています。そこ
で、主幹教諭の河村博人先生から、私（校長）に疑問点等についてあれこれと質問をしてもらいま
した。その時の様子を、以下にＱ＆Ａ方式で掲載しましたので、参考にしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ★２０２１年度 中部中学校教育キーワード：「一路邁進（いちろまいしん）」  ※全生徒・全教職員が意識して取り組みます。 

Do your best! 
with Corona 

 

Q１(河) 校長先生！２学期はちゃんと始まるんですか
ねぇ？ 
A１(徳) 始まりますが、まともなスタートではないと
いうことです。 

Q２(河) どういうことですか？なんだか怖い… 
A２(徳) いえ、大丈夫ですよ（笑）とりあえず、９月
１日から５日までは、「臨時休業」となります。夏休み
が延長されたのではなく、２学期のはじめに休業すると
いう意味です。 

Q３(河) ずっと休みが続くのですか？  
A３(徳) ９月６日には始業式を行います。ただし、全
校生徒が一斉に登校すると感染リスクが高まる可能性
もありますので、「分散登校」とします。そのような形
が１０日まで続きます。 

Ｑ４(河) どうやって分散するんですか？ 
Ａ４(徳) 各クラスの出席番号の奇数グループと偶数
グループに分け、それぞれが午前の部または午後の部に
分かれて登校し授業を受けるということです。 
 
Q５(河) なるほど！それなら、クラスが半分の人数に
なり安心度が増すというわけですね。でも、授業はどう
するのですか？コロナが心配で、登校を控えたいとかい
う生徒もいるかもしれませんねぇ。 
A５(徳) 基本的には、午前の部・午後の部ともに３限
の授業を行います。昼食はありません。登校を控えたい
という人は、家でオンライン配信の授業を視聴できるよ
うになります。 

Q６(河) オンライン配信の授業を受けたら出席になる
んですか？  
A６(徳) そもそも、コロナに対する不安で登校しない
場合は、これまでも「出席停止」の扱いになっていまし
た。今回も同じです。ただ、オンライン配信の授業を視
聴する場合は事前の手続きが必要ですので、別に配付の
マニュアル等をよく読んでください。 

Q７(河) ところで、２学期の行事やイベントはどうな
るんでしょうか？ 体育祭やら文化祭とか… 
A７(徳) 大変悩ましいところです。「体育祭」は「中部
リンピック」という名称で９月１６日に無観客開催する
ことを、コミュニティ・スクールやＰＴＡの会議でもご
了承いただいていたのですが、このような状況では延期
または中止とせざるを得ません。 

Q８(河) なくなっちゃうのか…寂しい限りです。  
A８(徳) 今の段階で、なくなることは前提にせず、し
かるべき時期に実施することを模索します。「文化祭」
も同様です。でも…さすがに、思いっきり合唱練習する
わけにはいきませんからね。あっ、ちなみに１１月９日
に予定されていた「小中音楽会」は中止とのことです。 

Q９(河) 最後に…９月１３日からは通常通りの授業な
んですか？  
A９(徳) う～ん、そう願いたいけれど、今の状況がそ
う簡単に終息するとは思えないですからね。「緊急事態
宣言」しだいかな…。来週の中頃までには、はっきりす
るでしょう。 

(河) 校長先生、ありがとうございました！少しは、す
っきりしましたが、気分的には曇り空…いや雨降り…い
やどしゃ降り状態かもですね。しかし、今辛抱して、今
できることを、生徒の皆さんはもちろんですが、保護者
の方々や我々教職員、そして地域の皆さんが、がっちり
スクラム組んでやっていくことが一番だと思います。 
来るべき「コロナ後」を見据えて、しっかり前を向いて
進んでいきましょう。ん！結構まともなこと言ったゾ！ 

インタビューする河村先生 
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【大会・コンクール等の結果】※原則として団体は３位以上、個人はベスト８を掲載（優秀選手を含む） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県大会初出場となった 

女子バレーボール部 

全国大会出場の柔道・伊藤朔也さん 

（市長表敬訪問より） 

部活・種目名等 結果 学年・組・名前（ﾌﾘｶﾞﾅ）等 備考

ソフトボール部 第3位

サッカー部 第3位

柔道44㎏ 第1位 2D吉岡繭妃（ﾖｼｵｶﾏﾕｷ） 県大会へ

柔道５５㎏ 第1位 ２Ａ山口結大（ﾔﾏｸﾞﾁﾕｳﾄ） 県大会へ

柔道６６㎏ 第1位 ３Ａ伊藤朔也（ｲﾄｳｻｸﾔ） 県大会へ

女子バレーボール部 準優勝 県大会へ

男子剣道部 第３位 県大会へ

女子剣道部 第３位 県大会へ

男子卓球部 第５位 ２Ｅ米川格（ﾖﾈｶﾜｲﾀﾙ） 県大会へ

男子剣道部 第２位 ３Ｂ松平彪雅（ﾏﾂﾋﾗﾋｭｳｶﾞ）　 県大会へ

第３位 ２Ｅ平野里莉（ﾋﾗﾉﾘﾘ） 県大会へ

第４位 １Ｅ別府紗衣（ﾍﾞｯﾌﾟｻｴ） 県大会へ

優秀選手 ３Ｂ伊藤優剛（ｲﾄｳﾕｳｺﾞ）

優秀選手 ３Ｃ兼浦虎仁(ｶﾈｳﾗﾄﾗｼﾞ）

優秀選手 ３Ｅ遠藤穂乃香（ｴﾝﾄﾞｳﾎﾉｶ）

優秀選手 ３Ｅ野﨑笑渚（ノザキニナ）

優秀選手 ３Ｂ松平彪雅（ﾏﾂﾋﾗﾋｭｳｶﾞ）　

優秀選手 2B實平眞虹（ｻﾈﾋﾗﾏｺ）

優秀選手 ２Ｅ平野里莉（ﾋﾗﾉﾘﾘ）

優秀選手 １Ｅ糸井空（ｲﾄｲｿﾗ）

優秀選手 １Ｅ別府紗衣（ﾍﾞｯﾌﾟｻｴ）

男子２００ｍ 陸上部 第８位 3D南牟礼健心(ﾐﾅﾐﾑﾚｹﾝｼﾝ） 24秒１１

男子1年１００ｍ（B決勝） 陸上部 第1位 １Ｄ玉木佑人（ﾀﾏｷﾕｳﾄ） 12秒６９

男子低学年４×１００ｍＲ

（B決勝）
陸上部 第３位

２Ｅ市川奏音(ｲﾁｶﾜｶﾅﾄ）、1B玉木佑人（ﾀﾏｷ

ﾕｳﾄ）、１Ｅ南牟礼琉心(ﾐﾅﾐﾑﾚﾘｭｳｼﾝ）、2E木

村志音（ｷﾑﾗｼｵﾝ）

50秒００

女子低学年４×１００ｍＲ

（B決勝）
陸上部 第3位

２Ｅ蔵城柑奈(ｸﾗｼﾞｮｳｶﾝﾅ）、１Ｆ有村陽詩（ｱ

ﾘﾑﾗﾋﾅ）、１Ｆ馬場央依（ﾊﾞﾊﾞﾋﾖﾘ）、２Ｅ乗峰

咲季(ﾉﾘﾐﾈｻｷ）

５５秒６９

柔道５５㎏ 第２位 ２Ａ山口結大（ﾔﾏｸﾞﾁﾕｳﾄ） 東海大会へ

柔道６６㎏ 第1位 ３Ａ伊藤朔也（ｲﾄｳｻｸﾔ） 全国・東海大会へ

男子１００ｍ 陸上部 第2位 3D南牟礼健心(ﾐﾅﾐﾑﾚｹﾝｼﾝ） 12秒０２

男子２００ｍ 陸上部 第2位 3D南牟礼健心(ﾐﾅﾐﾑﾚｹﾝｼﾝ） ２３秒８０

男子1年１００ｍ 陸上部 第2位 1E南牟礼琉心(ﾐﾅﾐﾑﾚﾘｭｳｼﾝ） 12秒７３

男子砲丸投げ 陸上部 第6位 ３Ｄ松井聡汰（ﾏﾂｲｿｳﾀ） ９ｍ７９

女子走り高跳び 陸上部 第４位 ２F坂口綾菜（ｻｶｸﾞﾁｱﾔﾅ） １ｍ３０

1年走り幅跳び 陸上部 第1位 １B浜田恭弥（ﾊﾏﾀﾞｷｮｳﾔ） ４ｍ６５

1年砲丸投げ 陸上部 第2位 １Ｅ舘海杜(ﾀﾁｶｲﾄ） ９ｍ６４

男子円盤投げ 陸上部 第5位 3D松井聡汰（ﾏﾂｲｿｳﾀ） ２３ｍ７３

1年女子走り高跳び 陸上部 第3位 1F加藤杏(ｶﾄｳｱﾝ） １ｍ２０

1年女子走り高跳び 陸上部 第5位 １C目黒由菜(ﾒｸﾞﾛﾕﾅ） １ｍ１５

中学男子４×１００ｍＲ 陸上部 第３位

２Ｄ今村恭涼（ｲﾏﾑﾗｷｮｳｽｹ）、3D南牟礼健心

(ﾐﾅﾐﾑﾚｹﾝｼﾝ）、3D藤田晴敏(ﾌｼﾞﾀﾊﾙﾄ）、

3C中西圭佑（ﾅｶﾆｼｹｲｽｹ）

46秒５３

女子低学年４×１００ｍＲ 陸上部 第８位

２Ｅ蔵城柑奈(ｸﾗｼﾞｮｳｶﾝﾅ）、１Ｃ目黒由菜（ﾒ

ｸﾞﾛﾕﾅ）、１Ｆ馬場央依（ﾊﾞﾊﾞﾋﾖﾘ）、２Ｅ乗峰

咲季(ﾉﾘﾐﾈｻｷ）

５６秒５５

三重県吹奏楽

コンクール
中学校Ｂ編成の部 吹奏楽部 金賞 東海大会へ

大会名等

鈴亀地区中体連総合体育大会

（夏季大会）

第６７回全日本中学校

通信陸上競技大会

三重県中体連総合体育大会

第53回鈴鹿市

陸上競技選手権大会

女子剣道部

サッカー部

女子バレーボール部

男子剣道部

女子剣道部


