
前期後半に向けて！ 
「生徒の皆さん、夏休みはどう過ごしたでしょうか。

校長先生の夏休みは、区大会・地区大会・県大会、コ

ンクールと暑い中、歯を食いしばって頑張っている皆

さんの姿を見ることができました。 

 選手として試合場に立ち、勝ち負けの感動・悔しさを

味わった皆さんはもちろんのこと、選手として試合の

舞台に立てなかった人も、声を出し、友達や先輩の健

闘に必死に声援を送る姿は感動・感心させられました。 

 そして、さらに感銘を受けたのが、皆さんを応援する

保護者、家族の皆さんの姿です。チャンスには大きな

歓声があがり、ピンチには、悲鳴に近い声があがり、

試合が終われば、健闘を労う拍手と思いが詰まった

涙がありました。 

 陰で支え応援し続けている親の思いを感じ取り、自

分をさらに輝かせる底力にしてほしいと思います。 

 心が育てば学力も必ずあがります。 

 前期後半も日々、成長していく皆さんの姿を楽しみ

にしています。」 （８月２６日 全校集会 校長講話） 

全国学力・学習状況調査について 
４月に全国学力・学習状況調査を実施しました。 

学力については、実施した国語・数学・英語の全て

において、全国平均を上回った結果となりました。 

また、学習状況調査では、生徒の学習状況を把握

する良い機会となりました。「人が困っているときは、進

んで助けている」では、全国より 10.4％も高い 96.3％

が肯定的な回答をし、「難しいことでも、失敗を恐れな

いで挑戦している」では全国より 7.7％高い回答でし

た。さらに、「学校に行くのは楽しい」の質問に、全国よ

り 8.5％高い 90.4％が「楽しい」と回答しています。 

今後も、心を耕す取組を大切にし、きめ細かな指導

に取り組んでいきたいと考えます。 

９月１日は防災の日 
９月１日。１９２３年（大正１２）９月１日十数万人の死

傷者を出した関東大震災と、台風が襲ってくると昔から

言い伝えられている二百十日にちなんで、１９６０年（昭

和３５）に設定されました。この日は、地方自治体を中

心に大地震を想定した大掛りな訓練を行い、防災に対

する人々の意識高揚を図っています。 

各家庭で万が一の場合の備えをお願いします。 

 
【古賀市三中 PTCA 合同思春期講演会】のご案内 
■日時：令和元年９月２１日（土） 

９：３０開場 １０：００開演 
■会場：リーパスプラザこが交流館 

多目的ホール（２階） 
■講師：木藤 政博さん 

（一般社団法人家庭教育研究機構 アドバイザー） 

■主催：市内三中学校PTCA 
市教育委員会（生涯学習推進課） 

■演題：子どもが伸びるかかわり方 
～「合理的配慮」とは～ 

※夏休み前に案内を配布していますが、再度、案
内を配布しますので、ご希望の方は９月１３日
（金）までに申込用紙を担任まで提出ください。 

 
【弁当の日のお知らせ】 
・１年生：９月 ５日（木）、 １９日（木） 
・２年生：９月 ９日（月）～１３日（金） 
     ９月１９日（木） 
・３年生：９月１０日（火）～１１日（水） 
     ９月１９日（木） 

※ 保護者の方々にはお手数をおかけしますが
よろしくお願いします。 

 
【学校の勤務時間外の電話対応について】 
 9月2日（月）から学校の勤務時間外の電話対応を
次のとおり留守番電話（録音機能なし）対応とします。 
◆ 3月～11月       19:30～ 7:30 
◆12月～ 2月       18:30～ 7:30 
◆休業日（土曜日・日曜日・祝日等及び閉庁日）     終日 
◆定時退校日        16:50～ 7:30 

※ 授業や学校行事等を実施する場合はこの限りではありません。 
 教職員の働き方改革の促進による方策ですので、
保護者・地域の皆様方のご理解とご協力をお願いし
ます。 

裏面に続く 

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 

 

       

令和元年8月 30日 NO.６ 

古賀市立古賀中学校 

校長 小川 隆弘 

古賀中学校だより 

生徒数：６５０名（特別支援42名） 

１ 年 生 ２００名（１７名） 

２ 年 生 ２１２名（１２名） 

３ 年 生 ２３８名（１３名） 

特別支援学級  ４ ２ 名 

 

 



９月行事予定 

 ２日（月） 

 ３日（火） 
接遇マナー研修（２年） 

５日（木） リーパスウォーク（１年）、１年弁当 

９日（月） ドリームステージ（２年）、２年弁当 

１０日（火） 
ドリームステージ（２年） 

地域貢献活動（３年）、２・３年弁当 

１１日（水） 
ドリームステージ（２年） 

地域貢献活動（３年）、２・３年弁当 

１２日（木） ドリームステージ（２年）、２年弁当 

１３日（金） 
ドリームステージ（２年） 

高等学校出前授業（３年）、２年弁当 

１７日（火） 中体連校内マナーチェック 

１８日（水） 
糟屋区小中学校一斉授業研究協議会 

※部活全面中止、給食なし、１２：４０下校。 

１９日（木） 全学年弁当 

※１８日の一斉授業研予備日 

２０日（金） 英検ＩＢＡテスト（３年） 

２１日（土） 三中ＰＴCＡ合同思春期講演会 

２４日（火） 中体連区駅伝大会 

３０日（月） 学力分析テスト（３年） 

 

中体連夏季総体等結果 
 夏休み中の中体連大会結果を紹介します。 

部活動 成績 個人名 学級 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 地区中体連 ２回戦惜敗     

陸上競技部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区中体連 １００ｍH 惜敗 

地区中体連 走高跳 優勝 

県大会   走高跳 第７位 

加来祥子 ３－６ 

地区中体連共通 800ｍ第６位 

県大会共通 800ｍ 予選惜敗 

川本彰人 ３－７ 

地区中体連 200ｍ 予選惜敗 

地区中体連 100ｍ 予選惜敗 

折居悠生 ３－２ 

地区中体連 2 年 800ｍ 予選惜敗 元森潤奈 ２－２ 

地区中体連 3 年 800ｍ 予選惜敗 黒山夕杏 ３－４ 

地区中体連 80ｍH 予選惜敗 井上玲那 ３－５ 

地区中体連 100ｍH 予選惜敗 木山さくら ３－６ 

地区中体連 2 年 100ｍ予選惜敗 大田奏音 ２－３ 

地区中体連 2 年 100ｍ予選惜敗 成清泰樹 ２－３ 

地区中体連３年男子 100ｍ走 

共通 200ｍ惜敗 

島田学 ３－６ 

地区中体連共通 200ｍ走第 8 位 

走幅跳惜敗 

新田晴 ３－５ 

地区中体連２年男子 1500ｍ走 

第７位 

井本遥生 ２－４ 

地区中体連 3000ｍ 惜敗 岡田真翔 ２－２ 

陸上競技部 地区中体連 砲丸投惜敗 一井光浩 ３－７ 

地区中体連 砲丸投惜敗 植松叶多 ２－１ 

地区中体連 400ｍ 惜敗 勇 太夢 ３－３ 

地区中体連 100ｍハードル走 

予選惜敗 

長尾隆弘 ２－４ 

地区中体連 100ｍハードル走 

予選惜敗 

木須亮介 ２－３ 

地区中体連共通 110ｍハードル走 

予選惜敗 

宮平雄太 ３－６ 

地区中体連女子共通 400ｍリレー 

予選惜敗 

木山・井上・折居・加来 

地区中体連男子共通 400ｍリレー 

予選惜敗 

宮平・島田・一井・新田 

剣道部 地区中体連 男子団体第４位 

県大会 予選リーグ惜敗  

    

地区中体連 女子団体優勝     

地区中体連 女子個人惜敗 上杉優空 ３－１ 

サッカー部 地区中体連 惜敗     

女子ﾊﾞｽｹｯﾄ

ﾎﾞｰﾙ部 

地区中体連 惜敗     

男子 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ部 

糟屋区中体連 個人戦惜敗 吉田(3-4) 

吉原(3-1)ﾍﾟｱ 

糟屋区中体連 個人戦惜敗 本田(3-6) 

中尾(3-5)ﾍﾟｱ 

女子 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ部 

糟屋区中体連 個人戦惜敗 西田(3-4) 

隅川(3-5)ﾍﾟｱ 

空手道 九州大会男子団体組手の部第 3 位 

全国中学生空手道選手権大会 

 男子団体組手の部 第 3 位 

    

水泳 地区中体連 100ｍ自由形惜敗 樋口和加菜 １－４ 

地区中体連 50ｍ自由形惜敗 樋口和加菜 １－４ 

地区中体連 100ｍ背泳ぎ惜敗 三輪美月 ３－２ 

地区中体連 50ｍ自由形惜敗 田代龍之介 ３－５ 

地区中体連 200ｍ背泳ぎ惜敗 梅田昌之介 ３－３ 

地区中体連 100ｍ背泳ぎ惜敗 梅田昌之介 ３－３ 

地区中体連 男子メドレーリレー 

惜敗 

梅田・田代・庄司・古家 

地区中体連 100ｍ自由形惜敗 村田小桃 ２－３ 

地区中体連 200ｍ個人メドレー 

惜敗 

村田小桃 ２－３ 

地区中体連 100ｍバタフライ惜敗 庄司敦貴 ３－３ 

水泳（新人

戦） 

地区新人大会 50m 自由形 

第 5 位 

樋口和加菜 １－４ 

吹奏楽部 地区吹奏楽コンクール金賞     

福岡支部吹奏楽コンクール銀賞 


