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佐賀北高等学校全日制    学  校  だ  よ  り  第 ６ 号
令和３（２０２１）年１２月３日（金）

【本年度の重点目標】

信頼されるチーム佐賀北

12月になり、今年も残すところわずかとなりました。すっかり寒くなりましたが、今回は「実りの

秋特集号」と題しまして、生徒の取り組みや成果などを中心にご紹介いたします。

秋といえば、スポーツ、文化、芸術、読書などが思い浮かびます。秋には各部活動で、さまざまな

大会・コンクール等が行われました。運動部も文化部も、それぞれの分野で素晴らしい成績を収めて

います。一部ではありますが紹介をします。

女子バスケットボール部 谷口 奈瑠瀬さん（３０２）

今回、県大会で優勝することができ、ウィンターカップ本戦に出場することになりました。

日々の練習を仲間と助け合い切磋琢磨してきました。ウィンターカップでは、大会が開催される

ことに感謝し、応援してくれているたんさんの方々に恩返しができるよう、一生懸命頑張るので、

応援よろしくお願いします。

男子バスケットボール部 境 大征くん（３０３）

今回、１１年ぶりにウィンターカップ佐賀県予選で優勝し、本戦に出場することになりました。

多くの方々に応援して頂き非常に有難かったです。私たちが今シーズン掲げた目標は「全国２

勝」です。サイズや能力で劣る分、全員でハードワークし、目標を達成できるよう頑張ります。

応援よろしくお願いします。

～実りの秋特集号～

新体操部 三角 桜花さん（２０６）のコメント

今回、個人総合優勝という結果をいただけたことを率直に嬉しく思っています。新型コロナの

影響で部活ができない期間もありましたが、先生方や保護者の皆さんの支えや、一緒に頑張って

きた仲間がいたからこその結果だと思います。その感謝の気持ちを忘れず、次の目標へ向けて更

に努力していきます。

スポーツの秋

県大会アベック優勝！ 男女バスケットボール部

（男子は11年ぶり12度目、女子は５年連続８度目の優勝）

12月23日から行われる全国大会（ウィンターカップ本戦）に出場決定

新人戦県大会 個人戦優勝！＆団体戦準優勝 新体操部



No.2

表彰～おめでとうございます！～　※２学期終業式に全校表彰予定のものを挙げております。(11月24日現在)

吹奏楽部 丸田 ちひろさん（２０１）のコメント
佐賀県吹奏楽大会で金賞をいただき、県代表として九州大会に出場できたことをとても嬉しく

思います。目標としていた金賞には惜しくも届きませんでしたが、部員同士で試行錯誤をしなが

らつくりあげた音楽を、九州大会という大舞台で披露できたことは私たちにとってとても貴重な

経験となり、また来年もあの舞台に立ちたいという想いにつながりました。これからさらに自分

たちの音と真剣に向き合い毎日の練習に励んでいきます。

放送部 江島 愛果さん（２０４）のコメント

今回の大会での目標であった、「部員全員九州大会出場」を達成することができました。前夜

祭について作成したラジオ番組では、たくさんの先生方と北高生の力をお借りしました。協力し

てくださった皆さんありがとうございました。九州大会で力を出しきれるように部員全員で支え

合って頑張ります。

文化・芸術の秋

読書の秋
１１月８日(月)に、１，２年生の「校内読書会」が行われました。（３

年生はすでに、６月１４日（月）に実施されました。）

学年ごとに、あらかじめ読んでおいたテキストについて、討議を行いま

した。クラスごとに話し合いを行い、各クラスの図書委員を中心に会が進

行されました。作品の中で印象深かった場面や、登場人物の印象、作品の

中で描かれた場面やテーマなどについて、様々な意見が出されており、他

者との関わりや自身の生き方などについて、考えを深めていたようです。

各学年のテキストは以下の通りです。

・１年生 『月のぶどう』（寺地はるな）ポプラ社

・２年生 『あん』（ドリアン助川）ポプラ社

・３年生 『人生論ノート』（三木清）創元社

県大会 朗読部門 優良賞＆ラジオ番組部門 入選 放送部 九州大会に出場決定！

大会名：第５回全九州高等学校総合文化祭長崎大会 放送部門 日程：12月10日㈮～12日㈰

第62回佐賀県吹奏楽大会 金賞受賞 吹奏楽部 九州大会に出場！

部活名 大会名 種目名 順　位 学年 氏　名

第33回佐賀県高等学校総合文化祭
美術・工芸部門

デザイン部門 特選 １－７ 糸山　陽花

第33回佐賀県高等学校総合文化祭
　ポスター原画

最優秀賞 １－７ 内田　彩夏

令和3年度佐賀県緑化運動育樹運動
ポスターコンクール

高校生の部 教育長賞 １－７ 山口　倖来

２０２１国際中高生美術公募展 佐賀県高校生の部 銀賞 １－７ 森永　泉水

知事賞 ３－７ 田中　舞衣

佐賀県芸術文化協会賞 ３－７ 田中　周

準大賞 ３－７ 池田　愛海

準大賞 ３－７ 東島　あすみ

宮地嶽神社宮司賞 ２－７ 角田　菜緒

宮地嶽神社宮司賞 １－７ 芦原　桜音

ラジオ番組部門 入選 放送部

朗読部門 優良 １－１ 取越　莉有

美術

書道

第49回七夕書道展覧会

第20回岐阜女子大学全国書道展

宮地嶽第54回光の道全国競争大会

放送
第45回佐賀県高等学校放送コンテスト・

第33回佐賀県高等学校総合文化祭放送部門

第71回佐賀県美術展覧会（県展） 彫刻の部 佐賀新聞社賞

美術部 朝重 みさきさん（３０３） 『固定観念』 →

飼っている亀をモチーフに作品を作りました。亀はゆっくり・のんびりしているという

イメージがあると思いますが、亀の知らない一面を知ってほしくて、固定観念を壊し

たいと思ってこのタイトルにしました。
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部活名 大会名 種目名 順　位 学年 氏　名

2位 １－１ 大島　美音

1位 ２－２ 松田　凛

女子１００ｎH 1位 ２－２ 松田　凛

女子４００ｍ 3位 ２－４ 熊添　萌

女子２００ｍ 2位 ２－４ 熊添　萌

女子４×４００ｍR 2位
２－２、２－４
１－３、１－６

原田　紗朱、松田　凛
熊添　萌、津村　凪

女子４×１００ｍR 2位
２－２、２－４
１－３、１－６

松田　凛、熊添　萌
津村　凪、原田　紗朱

男子やり投 2位 ２－４ 野口　翔晴

男子八種競技 3位 ２－３ 松本　大智

男子個人形 3位 ２－５ 周防　聖来斗

男子個人組手A階級 3位 ２－５ 周防　聖来斗

女子個人組手C階級 2位 ２－６ 春島　希歩

女子個人組手B階級 3位 ２－６ 松尾　有紗

男子団体組手 2位 空手部（男子）

女子団体組手 2位 空手部（女子）

男子団体 2位 柔道部

男子個人６０ｋｇ級 1位 １－５ 久保　龍之介

男子個人７３ｋｇ級 3位 １－２ 古賀　大翔

2位 ２－１ 吉井　嶺登

3位 １－５ 坂口　賢

男子個人９０ｋｇ級 3位 ２－５ 久米　現己

男子個人１００ｋｇ超級 2位 ２－３ 大坪　竜也

第25回九州高等学校新人柔道大会 男子個人　８１ｋｇ級 1位 ２－１ 吉井　嶺登

個人総合 1位 ２－６ 三角　桜花

個人ボール 2位 ２－６ 三角　桜花

個人フープ 3位 ２－６ 三角　桜花

個人フープ 2位 １－３ 光石　陽南

団体 2位 新体操部

最優秀選手賞 ３－２ 谷口　奈瑠瀬

最優秀選手賞 ３－３ 境　大征

1位 女子バスケットボール部

1位 男子バスケットボール部

第17回佐賀県高等学校総合文化祭写真展 準特選 ２－７ 梅崎　亮多

男子個人 2位 ２－２ 筒井　遥己

女子個人 3位 ２－６ 澤田　里梨香

野球 令和3年度佐賀市高等学校野球1年生大会 優勝 野球部

佐賀県税事務所長賞 ２－１ 島内　昭弥

佐賀市租税教育
推進協議会会長賞

２－１ 増本　将一

佳作 ２－１ 岩尾　優汰

佳作 ２－４ 鶴田　文音

男子５０ｍ　平泳ぎ 1位 １－５ 江村　颯太

男子１００ｍ平泳ぎ 3位 １－５ 江村　颯太

男子５０ｍ背泳ぎ 2位 １－６ 鶴田　蓮治

男子５０ｍバタフライ 2位 １－２ 白水　悠登

男子４×１００ｍメドレーリレー 2位

男子総合 2位 水泳部（男子）

水泳
令和3年度佐賀県高等学校新人体育大会

水泳競技大会

高校生の租税に関する作文募集

柔道

令和3年度佐賀県高等学校新人体育大会
柔道競技大会 男子個人８１ｋｇ級

新体操
令和3年度佐賀県高等学校新人体育大会

新体操競技大会

バスケットボール
第74回全国高等学校

バスケットボール選手権大会佐賀県大会

弓道
令和3年度佐賀県高等学校弓道選手権大会兼

第41回全国高等学校弓道選抜大会
佐賀県予選会

陸上
令和3年度佐賀県高等学校新人体育大会

陸上競技大会

女子走幅跳

空手
令和3年度佐賀県高等学校新人体育大会

空手道競技大会
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12月・１月の主な行事予定
１２月３日（金）スクールカウンセラー来校（午後）

４日（土）駿台プレ共通テスト（３年）～５日（日） ＧＴＥＣ（２年:学びの基礎診断）

８日（水）クラスマッチ（１・２年）※予備日:９日（木）

１４日（火）４５分×⑥＋佐賀を誇りに思う教育講演会

１６日（木）スクールカウンセラー来校（午前）

２０日（月）三者面談（～２３日（木） 各曜日の④⑤⑥の授業）

奨学金支給式（13:30北楠会、14:00北晴会）

２２日（火）学習指導の会（１・２年）13:00～

２３日（水）３年進路内定者集会 13:00～（体育館）

２４日（金）終業式、鏡餅贈呈式

２５日（土）北予備共通テストファイナル（３年）～２７日（日）

２６日（日）吹奏楽アンサンブルコンテスト

２７日（月），２８日（火）冬季前期補習

２９日（水）～３０日（木）年末休暇（教室棟施錠） ３年冬季学習会

３１日（金）年末休暇（教室棟施錠）

１月１日（土）～３日（月）年始休暇（教室棟施錠）
４日（火），５日（水）冬季後期補習（１・２・３年）

６日（水），７日（木）冬季後期補習（1・2年） パック模試（3年）

８日（土）県一斉模試（１・２年） ９日（日）県一斉模試（２年）

１０日（月）成人の日

１１日（火）始業式、鏡開き

１４日（金）３年：３限授業・共通テスト激励会 英語検定

１５日（土）大学入学共通テスト（３年） 進研記述模試（１・２年）

１６日（日）大学入学共通テスト（３年） 進研記述模試（２年）

１７日（月）３年午前中授業（共通テスト自己採点）

１８日（火）３年特別時間割（４限授業＋午後補習 ～２月最終登校日まで）

２年修学旅行（～２１日）

２２日（土），２３日（日）３年三者面談（該当者） 大学入試特別対策講座（数学、希望者）

２７日（木）スクールカウンセラー来校（午前）

３０日（日）音楽専攻卒業演奏会

※予定は変更となることがあります。 学校ホームページやスクールニュース等でご確認ください。

今回、後期生徒会長をさせていただくことになりました松尾有紗です。私は、楽しむときは楽しむ、

集中するときは集中することができる佐賀北高校にしたいです。一緒にこの佐賀北高校をよりよい

学校にしていきましょう。半年間精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。

後期生徒会総務委員長に松尾有紗さん（２年６組）が選ばれました！

委員名

総務委員 ◎松尾 有紗 206 ○今井 悠愛 202 ○三角 桜花 206 ○井﨑 泰成 206

生活委員 ◎宮地 優 202 ○上瀧 夢乃 205 江口 芽依 201 川原 遥南 202 福島 和 203 本山 朱莉 204

文化委員 ◎阿比留あかり 206 ○松本 大智 203 石橋　美怜 202 内田 有哉 205 於保なのは 207

◎光石 流捺 202 ○吉田 芽生 202 山口 麗萌 202 吉丸　桃梨 202

米満 梨里子 202 中野 颯香 206 本村 優芽 206 吉村 藍 206

会計委員 ◎池田 彩香 206 〇宮原 優空 206 野口 真歩 201 吉末 夏 201 石原はる花 206 櫻木 優合 206

庶務委員 ◎井上 元 206 ○諸藤 大 206 佐藤 萌栞 205 末次 華 205

　　氏名　　　　組

◎：委員長　　○：副委員長

　　氏名　　　　組

体育委員

　　氏名　　　　組 　　氏名　　　　組 　　氏名　　　　組 　　氏名　　　　組


