
 

 

 

 

 

 

 

 

    水無月 6月になります！ 

例年よりも 3週間早く梅雨入りをしました。この

土日は梅雨の晴れ間で、爽やかな風が吹き、心地よ

い休日になったことと思います。グランドや体育館

からは部活動に励んでいる生徒たちの元気な声が聞

こえていました。中体連に向けて、練習や練習試合

を頑張っています。残り 1か月余りとなりました。

3 年生にとっては最後の中体連です。体調を整え、

けがに注意し、思い残すことなく、練習に励んでほ

しいと思います。硬式テニスは 6 月 26 日(土)・27

日(日)に県大会が SAGA サンライズパーク庭球場で

行われます。他の競技については 7 月 3 日(土)、4

日(日)に開催されます。（右下参照） 

 

4/30(金)、授業参観、ありがとうございました。 

PTA総会は中止（書面審議）しましたが、授業参観

は実施しました。5校時Ａ組、6校時Ｂ組と分けての

参観をお願いしました。コロナ禍ではありましたが、

当日は 57 名のご家族の皆さまに参観いただきまし

た。子どもたちも大きな励みとなったと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

【2年Ａ組：音楽】    【1年Ｂ組：数学】 

 

生徒会総会を 5 月 27 日(木)5、6 校時に実施しま

した。今年度はコロナ禍のため、多目的室と各教室

をつなぎ、質疑応答をリモートで実施しましたが、

途中でネット回線の不具合が生じ、急遽、放送室か

ら音声配信に切り替え、質疑応答を行いました。 

総会を実施するまでの 2週間、①各クラスで学級

討議を行い、質問したいことや意見を考え本部に提

出。②生徒会役員が質問を選定し、答える内容を検

討。そして、リハーサルを行い、本番に臨みました。

各部に出されたどの質問も自分たちの学校をよりよ

くしていこうという内容のものばかりでした。 

今年度の生徒会のスローガンは「結束～ 誇りの母

校へ ～」です。その目標達成に向けて 3つの具体策

を挙げています。「1、絆を深める 2、奉仕活動の強

化 3、生徒会活動の活性化」です。会長の意向とし 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては生徒間の絆を深めるために学年を超えた縦割活 

動を考えています。しかし、コロナウイルス感染症

の感染状況が芳しくなく、様子を見ながら、できる

ことをできる時期に取り組むと質問やお願いがあっ

た専門部はそれぞれに回答しました。 

生徒会活動は生徒のための生徒による自治活動で

す。全員が 7つの部のいずれかに属しています。ど

の専門部も常時活動があります。生徒一人一人が責

任をもって自分の活動に取り組み、当たり前のこと

を地道にやり遂げます。それが、生徒会の一員とし

ての自覚をもち、生徒会活動の活性化を図っていく

ことにつながります。学校生活の中で仲間と話し合

い、活動を通して仲間と協力していく術を身に付け

ている生徒たちです。 

また、東与賀中学校では昨年度からＳＤＧｓ（持

続可能な開発目標）に取り組んでいます。その理念

である「誰も取り残さない」を合言葉に生徒全員が

結束して、誇りのある母校をつくっていきます。そ

のことを確認した生徒会総会でした。 

準備、運営を行った役員の皆さん、積極的に意見

発表や質問を行った生徒の皆さん、ありがとうござ

いました。みんなで前進していきましょう。 

令和 3 年度佐賀市中学校総合体育大会 

主な期日・会場について   2021．5．31現在 

競技種目 期 日 会 場 

軟式野球 7/3(土)･4(日) 

10（土） 

市立野球場 諸富中 G 

城南中G 城北中G  

ソフトボール 7/3(土)･4(日) 東与賀中 G 

バスケットボ

ール 

7/3(土)･4(日) 昭栄中 成章中 

城西中 

バレーボール 7/3(土)･4(日) 思斉中 鍋島中 

ソフトテニス 7/3(土)･4(日) SAGA サンライズパーク

庭球場 

佐賀市立テニスコート 

卓 球 7/3(土) 

7/10(土) 

佐賀市立体育館 

勤労者体育館 

SP川副体育センター 

諸富文化体育館 

剣 道 7/3(土)･4(日) SAGA サンライズパーク

大競技場 

サッカー 7/3(土)･4(日) 

10（土） 

佐賀市民グランド 

SAGA サンライズパーク

球技場  

市民運動場 川副中 

※詳細につきましては各顧問にご確認をお願いします。 

 

 佐賀市立東与賀中学校 学校便り 

東与賀中だより 
                  発行 令和３年５月３１日 

                  文責 校 長 中山 三知子 
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【学校教育目標】「凛」とした元気・感動・温もりのある学校～夢実現に挑戦し努力する生徒の育成～ 

【生徒会スローガン】結束 ～ 誇りの母校へ ～ （令和 3 年） 

 

  



ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の取組 

本校では、令和 2～3年度の 2年間、県教委の研究

指定を受けて、「ＳＤＧs」に取り組んでいます。 

「ＳＤＧs（持続可能な開発目標）」とは、国際社

会全体の目標です。【Sustainable（持続可能な）

Development（開発）Goals（目標）】 

2030 年までに、先進国も開発途上国も協力して、

この世からあらゆる形態の貧困をなくし、経済・社

会・環境のバランスを大事にして後世につなげてい

くことのできる未来をつくろうという大きな目標を

掲げています。17のゴールと 169のターゲットがあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１７のゴール】 

目標１ 貧困をなくそう 

目標２ 飢餓をゼロに 

目標３ すべての人に健康と福祉を  

目標４ 質の高い教育をみんなに 

目標５ ジェンダー平等を実現しよう 

目標６ 安全な水とトイレを世界中に 

目標７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

目標８ 働きがいも経済成長も 

目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

目標 10 人や国の不平等をなくそう 

目標 11 住み続けられるまちづくりを 

目標 12 つくる責任 つかう責任 

目標 13 気候変動に具体的な対策を 

目標 14 海の豊かさを守ろう 

目標 15 陸の豊かさも守ろう 

目標 16 平和と公正をすべての人に 

目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

 

昨年度は「地域の環境保全に貢献できる学校づく

り」を活動目標の一つに掲げ、ＳＤＧsのゴール 14

「海の豊かさを守ろう」を達成するために自分たち

の地域のシンボルである東よか干潟の環境を守る活

動を計画し、地域の方の協力をいただき、干潟清掃

活動、干潟清掃ボランティア活動を実施しました。 

1 年生は東よか干潟体験活動を実施し、干潟(海)

に住む生物や飛来する野鳥の観察を行いました。そ

こで、生き物が生き残っていくために環境を守る大

切さを学んでいます。今年度も取り組んでいきます。 

さらに、今年度は各教科、授業の中で取り上げら

れた１７のゴールについて、授業内容とのつながり

や実際の生活で実践できることを考え、個人で行動

に移していくことに取り組みます。 

生徒一人一人が 2030 年を目指して、国際社会全

体の目標達成のために自分ができることを継続して

実践できる大人になってほしいと願います。 

そのためには、まずは私たち大人がしっかりと取

り組むことが大切だと思います。 

 

教育実習生来る！！ 

 5/24(月)から 6/11(金)までの 3週間、本校の卒業

生である 2名が教育実習を行っています。社会科の

糸山さんと音楽科の西村さんです。糸山さんは 3年

Ａ組で、西村さんは 2年Ｂ組で学級指導を学んでい

ます。その二人にいくつか質問をした中で二つのこ

とをお伝えします。 

Ｑ：久しぶりの母校の印象は？ 

Ａ：糸山さん あいさつができる礼儀正しい生徒

のあふれる学校だと思いました。 

Ａ：西村さん 清潔な校舎だと思いました。 

Ｑ：教育実習でやってみたいことは？ 

Ａ：糸山さん 生徒の名前と顔を覚え、趣味など

の話が自分からできるようにしたい。 

Ａ：西村さん 音楽を通して、生徒が興味の湧く

授業をやってみたい。 

 さわやかで笑顔がすてきな先輩です。生徒たちも

自然に接しています。後輩に経験談をたくさん伝え

てほしいと思います。 

 将来、教師を目指している二人です。3 週間とい

う短い期間ですが、後輩たちと過ごす中で教師とい

う職業の良さを学んでほしいと思います。 

また、二人の母校の印象から、生徒が日頃から取

り組んでいる元気なあいさつが身についており、無

言清掃ができていることを実感しました。嬉しい限

りです。認めてもらう、褒めてもらうことは嬉しい

ものですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７月の主な行事】 

１日(木) いじめ・いのちを考える日 

３日(土) 市中体連１日目 

４日(日) 市中体連２日目 

８日(木) 生徒集会 

10日(土) 市中体連 3日目 

13日(火) ワックスがけ・大掃除 

18日(日) 県一斉部活動休養日 

20日(火) 1学期終業式 

21日(水) 夏季休業 

21日(水)～30日(金) 二者・三者面談  

  


