
 

 

 

 

 

 

 

 

滝落ちて 群青世界 とどろけり 水原秋桜子 

 濃い緑の滝壺に勢いよく流れ落ちる水が青々とし

た樹木に覆われた滝周辺にとどろき渡る様子が目に

浮かび、暑い夏、涼しさを感じ取ることができる俳

句です。 

さて、梅雨が明け、本格的に夏がやってきました。

暑い毎日が続いています。その暑さの中で生徒たち

は学びに励んでいます。３年生は市中体連が終わっ

た後は気持ちを切り替えて、学習に取り組んでいま

す。また、体育大会に向けて、準備を始めました。

団長、副団長などの役割が決まり、放課後の時間を

活用しパネル製作、集団演技の振り付けを行ってい

ます。リーダーとして活動開始です。 

部活動では３年生が引退後、２年生が中心となり

１年生と共に新たなチーム作りに取り組んでいます。

体力と技術を身に付けながら、粘り強く練習に取り

組む精神力、自分に負けない強さを育み始めていま

す。 

生徒たちは 4月に１学期の目標を立てています。

学期末にその目標を振り返り、できたことを確認し、

目標達成ができなかったことはなぜできなかったの

かを考えて修正を行い、２学期の生活に活かすよう

に担任が指導をしています。その様子については二

者・三者面談で担任からお伝えします。 

 

令和３年度の夏季休業は 7/21(水)～8/30(月)、41

日間です。長いようで短い休みです。昨年度から本

校では SDGs について学習を進めています。SDGs で

は 2030 年までにだれ一人取り残さない社会をつく

ることを目標にしています。そこで、この夏休みは

ご家庭でも子どもたちと一緒に SDGs に取り組んで

いただけたらと思います。 

例えば、「目標 14：海の豊かさを守る」ために、家

庭ではプラスチックのごみが出ない工夫をしてみる。

「目標 3：すべての人に健康と福祉を」めざして、

早寝、早起き、朝ご飯に取り組む。ゲームの時間を

減らして目の健康を維持する。「目標 12：つくる責

任、つかう責任」について、食品の無駄をなくす、

ごみを減らす、再利用やリサイクルを徹底するなど

保護者の方と子どもたちで話をしながら、できるこ

とをそれぞれのご家庭で取り組んでいただくことで

SDGsに対する意識も高まっていくと考えます。東与

賀町全体が SDGs に取り組んでいく町になることを

願い、学校生活の中で学習を進めています。できる

ことがたくさんあるように思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒集会～各学級旗の紹介～ 

先日、コロナウイルス感染症対策をとり、久しぶ

りに生徒集会を体育館で実施しました。各学級旗の

紹介を行いました。(既に、生徒会新聞第 12号に掲

載し、ホームページにアップしています。) 学級代

表が学級旗に込めた思いを生徒全員の前で堂々と紹

介をしました。その様子です。 
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第５号 

 

【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） 

 

大坪産業株式会社様から寄付をいただきました。 

 ありがとうございます。地域貢献に力を入れてある会社

であり、地元の小中学校の役に立ちたいという陣内社長の

お考えがあって、今回の寄付となりました。学校では長く

生徒の教育活動に役立つものと考え、国語辞書８０冊、ブ

ックトラック２台、デジタイマー１台を購入いたしまし

た。（総計５０万円相当額です。）教科の時間を含め、総合

的な学習の時間や学活の時間などにも活用していきます。

そして、大切に使用していきます。また、除草作業を行っ

ていただくことになりました。（７/２０予定）感謝の一念

です。 

 

 

 

 

 

 

 



 佐賀市中学校総合体育大会の結果 

 7/3(土)、4(日)、10(土)に行われた大会ではどの

部活も力を出し切って、闘い抜きました。一人一人

の頑張りに拍手を送ります。お疲れ様でした。 

 また、応援くださいました保護者の皆さま、大変

ありがとうございました。 

【団体】 

・バレーボール女子 一回戦 対大和 0-2 惜敗 

・バスケットボール男子  

一回戦 対致遠館 43-50 惜敗  

・サッカー   一回戦 対昭栄 0-3 惜敗 

・卓球女子 5位入賞  

・卓球男子 準優勝  

・ソフトテニス女子 一回戦 対川副 3-0 勝利 

二回戦 対城東 0-3 惜敗 

・軟式野球 一回戦 対昭栄 9-4 勝利 

      二回戦 対成章 2-4 惜敗 

・ソフトボール 優勝 対思斉・諸富 3-1  

           対大和 16-1   

【個人】 

・剣道   古川さん 3回戦敗退 

      江頭さん 初戦敗退 

・卓球女子  

 山田さん    ４回戦敗退（ベスト１６） 

 堤 さん 中島さん   ２回戦敗退 

 江頭さん 片渕さん 戸田さん  

内田さん 田中 さん  １回戦敗退 

・卓球男子  

 石橋さん 秀島さん ４回戦敗退（ベスト３２） 

相川さん 永渕さん ３回戦敗退 

中溝さん 畑下さん  ２回戦敗退 

奥山さん 山田さん  １回戦敗退 

・ソフトテニス女子 

 吉田・鶴丸ペア ４回戦敗退（ベスト１６） 

香月・増田ペア ４回戦敗退（ベスト１６） 

 坂本・横尾ペア ３回戦敗退 

 中島・吉開ペア ２回戦敗退 

久部・中島ペア ２回戦敗退 

 永岩・堀内ペア １回戦敗退 

 

なお、卓球競技団体（女子・男子）、ソフトボール

競技は、7/24(土)、25(日)に実施される県大会に出

場します。活躍を期待しています。保護者の皆さま、

応援のほどよろしくお願いします。 

  

佐賀県中学生テニス大会 6/26(土)、27(日)実施 

・男子団体 １回戦 敗退 

・女子シングルス 西 さん １回戦敗退 

・男子シングルス 上野さん １回戦敗退 

      槇 さん  優勝 

優勝した槇さんは 8/5(木)、6(金)に実施される九

州大会（熊本）に出場します。活躍を期待していま

す。 

 

佐賀県中学校総合体育大会 7/17(土)、18(日)実施 

〈陸上競技〉 

・女子 100M 三輪さん 予選敗退 

・男子 100M 石丸さん 大江さん 予選敗退 

・共通女子 200M 三輪さん 予選敗退 

・共通男子 200M 石丸さん 予選敗退 

・共通男子 三段跳 大江さん 第２位 

三段跳２位入賞の大江さんは 8/5(木)、6(金)に実

施される九州大会（福岡）に出場します。活躍を期

待しています。 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀市では 8 月 13・14・15 日の 3 日間は学校閉庁日

となっています。学校に緊急に連絡を取る必要がある場

合は下記の市教委緊急電話にご連絡をお願いします。 

＜市教委緊急電話＞ 

①生徒指導担当指導主事  ０９０－１５１９－４０２１ 

②義務教育指導係長   ０９０－１５１９－２９１２ 

③学校教育課長     ０９０－１５１９－２８６７ 

 

交通マナーを守って安全に登下校！ 

 自転車の乗り方について、時々、地域の方々からご意

見を頂きます。その内容は①並進をしている。②後ろを

見ずに道路を斜め横断している。③ヘルメットの顎ベル

トをしていないなどです。いずれの行為も危険です。自

分の命を守るために、安全で安心できる自転車の乗り方

を確実に実行してほしいと思います。子どもたちの心の

どこかに自分は大丈夫という思いがあるのかもしれま

せん。しかし、油断は禁物。事故の原因をつくらないこ

とが大切です。学校でも指導をしています。ご家庭でも

一言、声を掛けていただければと思います。 

「自転車安全利用五則」をお知らせします。 

①自転車は車道が原則、歩道は例外 

②車道は左側を通行 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

④安全ルールを守る 

⑤子どもはヘルメットを着用 

お知らせ：第 40回東与賀町ラジオ体操会の開催 

「感染予防をしながらラジオ体操をしよう！！」と新型

コロナウイルス感染症対策をとっての実施です。夏休み

の生活リズムを維持するためにも参加してみてはいか

がでしょうか。 

 実施時期：8月 7日(土)  

 集 合：6時 30分  開 始：6時 40分 

 場 所：東与賀運動公園運動広場 

    （雨天時：東与賀小学校体育館を予定） 

「心の相談窓口」があります。子どもたちは悩みや不

安を抱えて生活していることがあります。困ったこと

があれば、まずはお家の方に相談をすると思います。

保護者の方もお子様のことで困られたら、学校に相談

していただくこともできますし、「心の相談窓口」に相

談していただくこともできます。お子様に文書を配布

します。 

○心のテレホン 0952-30-4989(24時間) 

○24 時間子供 SOS ダイヤル 0120-078-310(24 時間)

等ｙ 


