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地区陸上総合 3 位 練習の成果を十分に発揮してきました。 

 8 月 23 日（火）、前日の台風 9 号の影響により、90 分遅らせて久慈地区陸上競技会が久慈

市のサンスポーツランドで行われました。夏休みの猛烈な暑さにも負けず、練習予定日の雨にも

負けず、選手たちは精一杯自分の力を発揮してきました。 

部別 種目 氏名 順位等 部別 種目 氏名 順位等

１００ｍ 相野七音 第1位 １００ｍ 小林瑠生 第2位

１５００ｍ 北澤総星 第2位 １５００ｍ 中城郁乃 第5位

２年 １００ｍ 北山大翔 第7位 ２年 １００ｍ 齊藤花菜 第5位

３年 １００ｍ 村上颯一 第6位 ３年 １００ｍ 庭瀬真凪 第7位
２・３年 １５００ｍ 関陽斗 第6位 ２・３年 １５００ｍ 舘野成羅 第6位

２００ｍ 種市健汰 第6位 ２００ｍ 澤口心温 第5位

４００ｍ 大久保智貴 第3位 ８００ｍ 番沢蒼 第1位

８００ｍ 鈴木優 第4位 １００ｍＨ 番沢江玲奈 第5位

３０００ｍ 畑中駿兵 第2位 走高跳 久保田真央 第7位

１１０ｍＨ 梨子宙洋 第4位 走幅跳 髙田楓歩 第5位

走高跳 石倉憂詠矢 自己ベスト 砲丸投 古瀨まどか 第3位

棒高跳 田毛日 第1位 四種競技 小橋史歩 第1位

走幅跳 番澤海斗 第6位 小林瑠生

砲丸投 庭誠弥 － 澤口心温

四種競技 杉江佑脩 第4位 佐々木真里奈
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選手たちの頑張りに加えて、応援団や陸上サポーターメンバーも力を尽くしました。応援では

体育祭で作り上げたものを活用し、陸上サポーターは補助員として競技場を駆け回りました。 

  

お弁当、応援ありがとうございました。生徒たちは精一杯頑張りました。 



地区駅伝男女ともに 3 位 男子は県大会の切符を取得 

 8 月 25 日（木）、地区陸上の余韻を持ちながら地区駅伝大会に参加しました。今年度は男女

ともに AB チームが挑戦し、健脚を競ってきました。 

 結果は、男子 A チーム 1 時間 4分 22 秒で 3 位、女子 A チーム 49 分 3 秒で 3 位、B チー

ム 51 分 48秒で 7位に入賞しました。男子 A チームは 9月 27 日に花巻で行われる県駅伝の

出場権を獲得しました。また、女子 1 区で番沢蒼さんが 11 分 53 秒、３区では外久保里奈さ

んが８分４秒で、それぞれ区間３位となりました。 

防災、安全管理について思うこと 台風９号、１０号の襲来から 

 台風 9 号では地区陸上が影響を受け、台風 10 号

では観測史上初の沿岸上陸台風ということで休校の

措置をとりました。特に 10 号では、久慈市に大きな

爪痕を残し、洋野町種市地区では給食センターにダ

メージを受けました。 

 学校には「学校安全危機管理マニュアル」があり、

毎年、改訂しながらいつでも手の届く場所において、

判断の基準としています。右に上げたものはその中

から「登下校時における自然災害等への安全確保に

ついて」を抜粋したものです。 

 今回の台風襲来から困難さを感じたのは、次の 3

点です。これらの困難を克服するため、教育委員会の

ご指導を頂きながら改善に取り組んでいきます。 

（１）登校を遅らせる、または休校の判断 

  この判断は、台風の予想進路や強さ、発表され 

る注意報や警報を参考に学校で行います。今回は学

区内小学校の校長と前日から協議を行い、当日の 5

時に休校という判断を行いました。安全という観点

からどのように判断するか、とても困難です。 

（２）保護者への連絡 

  緊急メールと電話連絡網を並行して使っていま

す。また、メールに登録されていない保護者への電

話連絡も行いました。それでも、連絡網が滞ってい

たり、メールの確認ができなかったり等の理由によ

り、情報伝達が困難な状況がありました。 

（３）自宅待機の安全性 

 台風対応の休校時に、生徒が家にいないという報

告がありました。再度生徒への指導が必要です。 

３ 登下校時における自然災害等への安全

確保について 

（１）普通登校が難しい又は困難な場合 

  ① 気象情報等により、前日に明日の対

応について校長・副校長・主幹教諭・

教務主任・生徒指導主事等が協議す

る。 

    「登校を遅らせる、又は休校する等」

の判断の時は、全職員及び保護者にそ

の日のうちに連絡をする。（保護者へ

の連絡は、緊急メールシステム及び学

級連絡網を用いる。） 

  ② 当日の朝に判断を求められる場合

は、校長・副校長・主幹教諭・教務

主任・生徒指導主事等が６時 00分前

に協議する。 

    「登校を遅らせる、又は休校する等」

の判断の場合、全職員及び保護者に

すぐに連絡をする。 

  ③ 保護者の判断により、登校を遅らせ

る、又は欠席させる。 

  ④ 生徒や職員の状況、施設・設備、学

区内の状況を把握し、教育委員会に

報告する。 

    （担任は、生徒の状況を朝すぐに把

握し、副校長に報告すること。） 

（２）普通下校が難しい又は困難な場合 

  ① 校長・副校長・主幹教諭・教務主

任・生徒指導主事等が協議し、下校

を遅らせる。又は早める。その場

合、「保護者等の迎え」及び「教職員

の付き添い」等の措置をとる。 

  ② 保護者の判断で迎えに来ていただ

く。 


