
年末・年始を迎えるにあたって 

 今日で後期前半が終わり、明日から１５日間の

冬休みに入ります。 
 年末年始は、地域などでの伝統行事に参加した

り、伝統文化にふれたり、家族や親戚をはじめ多

くの人と会ったりと貴重な経験ができる時期です。

ぜひ、有意義な時間を過ごしてください。 
 さて、１２月１２日に日本漢字能力検定協会が

「今年の漢字」として令和の「令」を選びました。 
「令」が選ばれた理由として今年５月１日から

かわった新しい元号の「令」和に明るい時代を願

う国民の思いが集約されたとしています。 
この｢令和｣という元号の言葉は「万葉集」から

引用されました。「万葉集」は、１２００年余り前

の日本最古の歌集であるとともに、様々な人々が

詠んだ歌が収められ、我が国の豊かな国民文化と

長い伝統を象徴する国書です。 
 この新しい元号「令和」には、人々が美しく心

を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込

められています。 
 つまり、悠久の歴史と薫り高き文化、四季折々

の美しい自然、こうした日本の国柄をしっかりと

次の時代へと引き継いでいく。厳しい寒さの後に

春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、

一人一人が明日への希望とともに、それぞれの花

を大きく咲かせることができる、そうした日本で

ありたいとの願いがこめられています。 
 本校では、「心を耕す五つの心」、感謝の心・素

直な心・謙虚な心・奉仕の心・反省の心を掲げ、

「ありがとう」「はい」「お陰様です」「私がします」

「すみません」という言葉で溢れる学校づくりを

めざしています。 
｢令和｣のスタートにふさわしく、次の時代を担

う子どもたち一人ひとりが明日への希望とともに

心を寄せ合い大切にされる学校となるよう、今後

とも取組んでいきます。 
 保護者の皆様や地域の皆様には日頃から本校の

教育活動にご理解とご協力をいただき感謝申し上

げます。令和２年１月８日（水）に生徒の皆さん

が元気な表情で登校してくることを待っています。

良いお年をお迎えください。 

奈良・京都への修学旅行 
１２月８日（日）～１０日（火）の２泊３日で

２年生が、「楽学両道」のスローガンのもと、奈良・

京都に修学旅行に行ってきました。出発時は博多

駅での集合となりましたが、全員時間を守って集

合できました。２日目は、京都市内の班別自主活

動を行いました。事

前に班で見学先と移

動のための交通手段

を調べ、当日は班で

協力しながら無事に

活動を終えることが

できました。また、

昨年に引き続き今年

も古賀市商工政策課から「古賀市観光パンフレッ

ト」、（株）ニビシから「醤油試供品」、（株）ルミ

カから「ペンライト」を各々提供いただき、清水

寺参道の店舗で提供品を進呈しながら古賀市のＰ

Ｒもしてきました。ふるさと古賀が少しでも多く

の方に知ってもらえた修学旅行となりました。 

 裏面に続きます 
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古賀中学校だより 
 

 生徒数：６４９名（特別支援 4１名） 

１ 年 生 １９９名（１６名） 

２ 年 生 ２１２名（１２名） 

３ 年 生 ２３８名（１３名） 

特別支援学級  ４ １ 名 
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部活動名等 個人表彰者名 学級

剣道部

ソフトボール部

サッカー部
女子バスケットボール部

女子ソフトテニス部

男子バスケットボール部

山口　真唯菜 ３－１

坂田　夢佳 ３－１

小川　彩花 ３－２

最優秀賞 若狭　千夏 ３－７

由地　瑛莉佳 ３－６

倉田　奈苗 ２－５

吉永　華純 ２－５

西村　律希 １－１

特選 榊　碧海 ３－６

金賞 山本　多佳子 １－６

銀賞 硴﨑　舞子 １－３

３年生の部　糟屋区銀賞　筑前地区銀賞 伊藤　歌音 ３－４

１年生の部　糟屋区金賞　筑前地区金賞 黒石　乙実 １－２

１年生の部　糟屋区金賞　筑前地区銀賞 野添　佑太 １－６

１年生の部　糟屋区銀賞　筑前地区銀賞 大井　うらら １－１

１年生の部　糟屋区銀賞 斎藤　陽南 １－５

１年生の部　糟屋区銅賞 松延　和 １－１

１年生の部　糟屋区銅賞 新城　千歳 １－６

２年生の部　糟屋区銀賞　筑前地区銀賞 平原　あおい ２－５

２年生の部　糟屋区銀賞 野見山　陽菜 ２－１

２年生の部　糟屋区銅賞 古賀　千優 ２－１

２年生の部　糟屋区銅賞 案浦　葵 ２－２

２年生の部　糟屋区銅賞 平井　愛菜 ２－２

２年生の部　糟屋区銅賞 和田　愛望 ２－５

３年生の部　糟屋区金賞　筑前地区銀賞 藤村　詩 ３－２

３年生の部　糟屋区銀賞　筑前地区銀賞 伊藤　歌音 ３－４

３年生の部　糟屋区銀賞 山片　咲空 ３－３

３年生の部　糟屋区銀賞 青谷　日加里 ３－４

３年生の部　糟屋区銅賞 吉村　優杏 ３－３

３年生の部　糟屋区銅賞 山根　愛莉咲 ３－５

中村　星偉 ２－６

カーター　和 ２－６

第４位 カーター　和 ２－６

社会科 本田　凌大 ３－６

折居　風花 ２－２

金澤　真子 ２－３

冨安　雄介 ２－１

石丸　葵 ３－４

松尾　愛莉 １－１

中山　憲太 １－２

近藤　陽菜 １－３

本田　愛莉 １－４

長郷　一輝 １－５

澤田　心 １－５

新城　千歳 １－６

尾塚　悠真 ２－１

渋田　桃妃　 ２－２

石丸　そよ花 ２－３

長尾　隆弘 ２－４

橘　虹花 ２－４

平原　あおい ２－５

馬場　葵 ２－６

久米　凱斗 ３－１

飯野　乙葉 ３－２

長野　美咲 ３－３

脇田　大希 ３－５

宮平　雄太 ３－６

有吉　咲々那 ３－７

１０区区間賞 川本　彰人 ３－７

５区区間賞 江嶌　優 ３－４

９区区間賞 岡田　真翔 ３－２

第８７回

全国書画

展覧会

第１回音楽創
作コンクール

糟屋区大会筑

前地区大会

美術部

吹奏楽部

佳作

成績
筑前地区中体連新人大会　男子団体第３位
筑前地区中体連新人大会　第３位

糟屋区中体連新人大会　準優勝

糟屋区中体連新人大会　準優勝
古賀市水野杯大会　準優勝

糟屋区一年生大会　準優勝

第４８回福岡ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ　金賞

糟屋区
中文連

第７１回小中学生交通安全図画ｺﾝｸｰﾙ　最優秀賞

その他

英語科

理科

音楽科

糟屋区中文連

英語ｽﾋﾟｰﾁ

学校賞

社会を明るくする運動作文ｺﾝﾃｽﾄ　優秀賞

糟屋区中文連　科学研究　環境部門　最優秀賞
糟屋区中文連　科学研究　自由部門　優秀賞

みんなで描く古賀市の未来提案コンクール　入賞

第６０回

古賀市民駅伝

後半の部優勝

総合第３位

全国納税貯蓄組合連合庁国税庁　税務署長賞

部活動結果等 新生徒会役員紹介 

本日、生徒会役員の退任式及び新生徒会役員の 
認証式を行いました。旧生徒会役員の皆さん１年

間本当にお疲れ様でした。新生徒会役員の皆さん

にはこれまで先輩が築いてきた良き伝統を継承す

るとともに新しい風を学校に吹き込んでくれるこ

とを期待しています。 

 赤い羽根共同募金特別賞受賞 

本校で本年度取り組んだ

赤い羽根共同募金キャッ

チフレーズ募集への多数

の作品応募を行ったこと

への特別賞をいただきま

した。１２月１７日（火）、

生徒会役員が代表して賞

状を受け取りました。 

１月の主な行事 
８日（水） 後期後半開始集会、大掃除、給食なし 

９日（木） 給食開始 

１６日（木） １年クラスマッチ、１年生弁当 

１７日（金） 新入生入学説明会 

２７日（月） １年百人一首大会 

２８日（火） ２年百人一首大会 

３０日（木） 福岡地区私立前期入試事前指導 

３１日（金） 福岡地区私立前期入試、１・２年学力分析テスト 

※１２月２６日（木）２７日（金）空調工事にと

もなう電源工事の為、全館停電となり、学校閉

庁日と同様の対応となります。電話は不通とな

ります。 

※１月１３日（月）に古賀市商工会どんど焼きが

本校グラウンドで行われます。 

※１月８日（水）は給食なしで、午前中で下校で

す。なお、部活動によっては弁当持参となりま

す。該当の部活動は顧問から連絡します。 
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