気でした。スポーツで汗を流す機会も貴重なものだと思いました。スポーツ交流委員会の皆様、ご
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苦労様でした。

文責：鰐渕

茂

６月には合唱コンクールが行われ、多くの保護者の皆様に参観いただきました。その後も期
末考査・壮行会・夏季大会と続き休む間もありませんが、生徒達はチームや個人で目標をもっ
て熱い夏に向けて頑張っています。特に３年生には、悔いを残さないように取り組んで欲しい
と願っています。一方ＰＴＡ活動は、各専門委員会の会議、ソフトバレーボール大会、給食試
食会、あいさつ運動にご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。あいさつ運動は７月６日
（木）まで行われますので引き続きご協力をお願いします。
７月１３日（木）には保護者会が予定されています。お子さんの様子について担任と話し合
っていただきたいと思っています。

指導主事訪問

６月７日（水）
指導主事訪問日に英語・国語・自立・数学・道徳・理科の授業を公開しました。英語教育では
福井大学の伊達教授、県教委義務教育課より上田主任、市教育委員会より梅田教育長・伹川課長
を始め３人の指導主事の先生方にも授業を参観していただきました。
全体研究授業は、英語科の嶋田先生とジョスリンの習熟度別クラス
の授業、一般授業は、国語・自立・数学・道徳・理科の授業を公開し
ました。当日は、福井大学のＣＳＴ・県教委の学力担当、特別支援担
当・市図書館部会・市道徳部会の方々も来校され、多くの先生方に授
業を参観していただきました。授業後の研究会では、県教委と市教委
の先生方からたくさんのご指導をいただきました。

主任児童委員の訪問

校内合唱コンクール

６月１６日（木）

「未来につなげ、世界一の beautiful voice」のテーマで校内合唱コンクールを開催しまし
た。審査員には、野向小学校の斎藤雅代校長先生・勝山北部中学校の大谷泰子先生をお招きしま
した。生徒たちは６月２日（金）から練習を始め、二週間で課題曲と自由曲を創りあげてきまし
た。驚きは、火曜日に行ったリハーサル以降、どのクラスも短い期間に修正を加え、本番では見
違えるような歌声を披露したことです。特に３年生は、どのクラスも素晴らしい合唱を創り上
げ、下級生の良いお手本となりました。

夏の壮行会

６月２８日（水）
夏の大会やコンサートに向けて壮行会を行いました。大会に参加
するチームや個人が目標を述べ、吹奏楽部は曲を披露して大会への
決意をしめしました。その後、生徒会副会長の川口さんと校長が激
励の言葉を述べ、選手を代表して野球部部長の江守さんがお礼を述
べました。３年生にとっては最後の夏となります。悔いを残さない
ようにするために、何をすべきかをしっかり考え、残された時間を
大切に使ってほしいです。進行を務めてくれた福祉部の皆さんも頑
張っていました。

ＰＴＡソフトバレーボール大会

６月４日（日）

ＰＴＡのスポーツ交流委員会主催のソフトバレーボール大会を行い
ました。当日は、保護者チームと職員チームを編成してゲームを楽し
みました。互いに声を掛け合う姿が多く見られ、とても和やかな雰囲

６月１３日（火）
勝山市の主任児童委員の皆さんが本校を訪問しました。学校の状況
をお伝えし、校舎見学を兼ねて授業の様子を参観していただきまし
た。特に、新しくなった南館のトイレや図書室の環境、中学生が勉強
している様子に関心を持って参観されていました。主任児童委員と
は、各小学校区で１名委嘱され、地域の児童・生徒が元気に安心して
暮らせるように、相談や支援をするために配置された方々です。

「届けよう，服のチカラ」プロジェクト

６月２３日（金）
フェアモール福井店の北川氏をお招きして、ユニクロが取り組んで
いる「服のチカラプロジェクト」の話をお聞きしました。世界で困っ
ている子供達に服を届けることで社会貢献しようと取り組んでいま
す。本校のユネスコ委員会は「服のチカラ」プロジェクトに協力する
ことにしました。服の回収期間は７月３日（月）から７日（金）で
す。各ご家庭で着なくなった子ども服がありましたら、ご協力をお願
いします。

市中学校連合音楽祭

６月１０日（土）
市民会館で第２０回中学校連合音楽祭が開催されました。本校の吹
奏楽部は「ガルーダの翼」「カーペンターズ・フォーエバー」の２曲
を演奏しました。メンバーの呼吸も合い素晴らしい演奏でした。１年
生も演奏の合間に寸劇をして会場を盛り上げました。各中学校の演奏
後には、３中学校が合同で「ふるさと」を合唱し、「スタジオジブリ
名曲集」「君が最高に輝くように」の２曲を演奏しました。最後に全
員で「ふるさと」を歌って終わりました。

教育実習生の研究授業

６月４日（月）～６月２９日（金）
教育実習に来ている木下さんが１年２組で道徳と音楽の研究授業を
行いました。道徳は、主題を「弱い自分に負けないために」
、資料は「松
岡修造の人生を強く生きる８３の言葉」を使って行いました。音楽は、
魔王の曲を聴かせて楽曲の特徴を鑑賞する授業を行いました。生徒は曲
には多くの工夫がされていることを学んでいました。木下さんには、合
唱コンクールで大変お世話になりました。

南館トイレ完成 北館トイレ・体育館トイレは改修中です
南館トイレの改修工事が終わり、きれいになった洋式のトイレを使用
しています。現在、体育館トイレと北館トイレの改修工事を行っていま
す。体育館を使用している社会体育の皆さんにご不便をおかけしていま
すが、体育館トイレは７月中に完成予定です。もうしばらくお待ちくだ
さい。北館のトイレは８月末頃完成予定です。

保護者会の日程
期
日

日
程

保護者の皆様の参加をお願いします。

７月１３日（木）
授業参観
８：３５～ ９：２５
学年懇談
９：３５～ ９：５５
個人懇談
１０：００～１２：００

１３：００～１７：００

奥越地区夏季総合競技大会の会場
７月２日（日）

剣道・相撲

→

大野

エキサイト

７月８日（土）～

野球・ソフトテニス

→

大野

ふれあい公園

サッカー

→

勝山

南部中グラウンド

バドミントン

→

勝山

ジオアリーナ

バレーボール

→

勝山

中部中体育館

卓球

→

大野

１５日（土） 県中夏季大会（水泳・陸上）
１６日（日） 県中夏季大会（陸上）

いじめ防止対策会議

１８日（火） 確認テスト①② 大掃除

４日（火）

生徒朝礼 ＰＴＡあいさつ運動

１９日（水） 確認テスト①②③大掃除 結団式 選手決

５日（水）

ＰＴＡあいさつ運動

２０日（木） １学期終業式

６日（木）

３年スポーツ交流事業（綱引き）

２１日（金） 県中夏季大会

ＰＴＡあいさつ運動

２２日（土） 県中夏季大会

奥越地区夏季総合大会

２３日（日） 県中夏季大会

１３日（木） 保護者会

中日吹奏楽県予選会 ハーモニー
２７日（木） 市自然観察会
オープンスクール 大野高校

学校公開日

期日＝６月１２日（日） 会場＝恐竜の森
８位 長谷川颯汰さん１０分５３秒
６位 吉岡優香さん １３分１８秒
２位 松井美咲さん １１分２３秒
７位 宮川愛純さん １２分４０秒
９位 竹内好未さん １３分０２秒
５位 竹田永和さん

１１分３９秒

５位 木田恋菜さん

１２分１６秒

会場＝勝山南部中グラウンド

職員会議 ＰＴＡあいさつ運動

１０日（月） 地区生徒会

★恐竜クロカンマラソン 本校ベスト１０入賞者
【３年男子】 ６位 松山翔さん
１０分４５秒
【３年女子】 ５位 山内愛姫さん １２分５５秒
【２年男子】 ３位 裏拓也さん
１０分５４秒
【２年女子】 １位 黒田さくらさん１１分１４秒
３位 飯野美樹さん １１分４４秒
８位 牧野奈々美さん１２分５８秒
１０位 堀和佳奈さん １３分２７秒
【１年男子】 ２位 小池竣也さん １０分５１秒
７位 三田村汰一さん１２分００秒
【１年女子】 ４位 小林紗彩さん １２分０２秒

★東部地区中学校野球大会
優勝 野球部
決勝戦

奥越地区夏季総合大会

奥越地区夏季総合大会

★県中春季水泳競技大会 入賞者
期日＝６月１８（土）・１９日（日） 会場＝敦賀
２位 全学年４００ｍリレー（永井美鈴さん 西川千晶さん 青山ふうさん 和田さちさん）
３位 全学年４００ｍメドレーリレー
（青山ふうさん・和田さちさん・西川千晶さん・永井美鈴さん）

エキサイト

３日（月）

県ＰＴＡ地区別研修会

★県中春季陸上競技大会
期日＝６月１８（土）・１９日（日） 会場＝県営陸上競技場
１位 共通女子走幅跳
谷 風花さん
記録 ５ｍ３６ｃｍ
２位 １年男子１００ｍ
小池真生さん
記録 １２秒３８
２位 １年男子１５００ｍ
小池峻也さん
記録 ４分４９秒２０
３位 共通女子８００ｍ
黒田さくらさん 記録 ２分２３秒３４

会場＝大野エキサイト

２日（日）

９日（日）

入賞おめでとうございます。

★県下総合相撲選手権大会
期日＝６月１９日（日）
３位 中学男子重量級の部 多田央希さん
３位 女子個人の部
永井愛菜さん

７月の行事予定

８日（土）

各種大会の結果

３０日（日） 全日吹奏楽県予選会：ハーモニー

期日＝６月２４日（土）
南部中４－３松岡中

★会長杯ソフトテニス競技会
期日＝６月２４日（土）
女子の部 ２位 山内愛姫さん・早川理香子さん ペア
３位 牧野奈々美さん・小林紗彩さん ペア

会場＝市営テニスコート

