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よろしくお願いします。 
 

阿久根市立阿久根中学校 

学校だより   ９月号 

令和 ３年 ９月１６日 
 

 

２学期のスタートに 

校長 濵田 和幸 

２学期がスタートしました。始業式も感染防止の観点から放送によるものとなりました。そこ

で校長として以下のような話しをしました。 
 

今日からいよいよ２学期のスタートとなりました。今年の夏休みは，雨続きの天気だったよう

に思います。特にお盆のころ，各地ではたいへんな被害が出ましたし，阿久根もこれまでの雨量

の何倍もの雨が降ったようです。また２回目の出校日もそのような関係もあり中止となりました。 

さて２学期も１学期同様に気をつけていかなければならないことがあります。皆さんも理解し

ていることですが，今の時点でコロナウイルス感染が収まった，終わったとは言えない状況です。

毎日，ニュースでも過去最多を更新したとか，重症者が増えたなど流れていますが，これまでと

同様に手洗いの徹底であったり，換気を行うこと，マスクの着用であったりを続けていかなけれ

ばなりません。暑いということもあり，窮屈な生活を当分の間は続けていくことになります。い

つか収束を迎える日，終わりが来ることを信じてこれから頑張っていきたい，頑張ってもらいた

と思います。 

２学期というのは１年の中でもっとも長い学期です。それだけ学校生活の中心的な行事も行わ

れる学期でもあります。まずは最大の行事と言ってもいい体育大会。いつもですと１学期から練

習が始まっていますが，今年はそうもいきませんでした。おそらくこの２週間がいつも以上に集

中的に練習があるかと思います。熱中症対策もしながらですが，今自分たちができる最高のもの

にしてもらいたいと思います。 

またその他にも３年生であればずっと延期されてきた修学旅行が予定されています，また秋に

ある文化祭，部活関係であれば新人戦，生徒会の立会演説会など皆さんが主役となって取り組ん

でいく行事が次々とあります。いずれの行事も皆さんにとって思い出に残るものにしてもらいた

いと思います。 

しかし，気をつけてもらいたいのは昨年も話しをしましたが，行事ばかりに目を奪われてしま

うと学校で一番にやるべきことである学習つまり勉強がおろそかになっては意味がないという

ことです。特に３年生にとっては，この２学期で進路がほぼ決まるといってもいいと思います。 

行事に力を注ぐと同時に学習の意識も継続してほしいと思います。また，その勉強を続けてい

くには健康でなければなりません。コロナ感染症への対策もそうですが，これから季節が徐々に

変わっていきます。暑くなったり寒くなったりを繰り返しますので体調管理もしっかりと行いな

がらこの２学期を乗り切ってほしいと思います。 
 

どうでしょう。このような内容でした。これから勉強に，スポーツに最適の季節に入ります。

中学校生活をこの２学期にさらに充実したものにしていきましょう。



真夏のボランティア 8.6(金) 

夏休み中，生徒

会役員や部活動

生徒有志が，理科

室のある校舎の

外壁の清掃を行

いました。 

清掃後は，本来の壁の白さが際立ち，見違えるよ

うなきれいな状態になりました。 

体育大会開催！9.12(日) 

 

スローガン「It’s show time! ～272 の星 美し

く舞え～」を掲げ，限られた時間の中で練習や準備

を行ってきました。 

そして，当日。感染症拡大防止を考慮し，プログ

ラムや観客の制限など，規模を縮小しての開催で

した。降りしきる雨の中，白熱した競技や応援合戦

に，多くの感動がありました。 

今後の主な行事予定 

入賞おめでとう! 

県下中学校春季弓道 男子団体 ４位  弓道部男子 

県下中学校春季弓道 男子個人 ５位 ２年 柏木 広真 

日本漢字能力検定 ３級 ２年 桐原 ななみ 

日本漢字能力検定 ３級 ３年 花木 聖空 

日本漢字能力検定 ３級 ３年 本田 天舞音 

県総体陸上 共通男子走幅跳 ５位 ３年 桐原 俊汰郎 

県総体陸上 １年女子１００ｍ １位 １年 楠田 ゆうな 

県総体陸上 共通女子２００ｍ ４位 ２年 髙口 永恋 

県総体陸上 ３年女子８００ｍ ５位 ３年 黒神 璃菜 

県総体陸上 共通女子１５００ｍ ５位 ３年 黒神 璃菜 

県総体陸上 低学年女子８０ｍH １位 ２年 髙口 永恋 

県総体陸上 共通女子走高跳 ４位 ２年 西園 麻央 

県総体陸上 低学年女子４×１０ １位  上野･出口･楠田･髙口

県総体陸上 学校対抗 ２位  陸上部女子 

県総体水泳 男子５０ｍ自由形 １位 ３年 白坂 優気 

県総体水泳 男子１００ｍ自由形 １位 ３年 白坂 優気 

県総体バレーボール競技 ベスト８ ベストマナー賞 女子バレーボール部  

県ビーチバレーボール中学生選手権大会 優勝  中野・小林・本・遠矢 

県総体柔道 女子個人 ４位 ２年 牧内 らな 

阿久根市図画作品展 特選 １年 前濱 禅斗 

野中日菜乃 湯田那南美 波留 弥藍 牛之濱博人 

阿久根市図画作品展 特選 ２年  

上脇穂奈実  西園 麻央  牧内 らな  田良島 魁 

阿久根市図画作品展 特選 ３年  

四宮 舞  春田 優希  下  慶悟 

あくね洋画展ジュニアの部 県美育協会賞 ２年 西園 麻央 

あくね洋画展ジュニアの部 特選 １年 上口 雄大 

あくね洋画展ジュニアの部 特選 ３年 河北  桜 

あくね洋画展ジュニアの部 入選   

   山迫 伊織  白坂 美月  田良島 魁  春田 優希  

小田 悠月  馬見新 航我  川畑 武仁 

九州中学校陸上大会 １年女子 100ｍ １位 １年 楠田 ゆうな 

九州中学校陸上大会 低学年女子 80ｍH ２位 ２年 髙口 永恋 

九州中学校陸上低学年女子４×100mR １位 大会 上野･出口･楠田･髙口

九州中学校水泳 男子１００ｍ自由形 ２位 ３年 白坂 優気 

鹿児島県図画作品展 特選 ２年 弓塲 幸恵 

全日本中陸上 共通女子４×１００ｍR ５位 県中新 西園･上野･楠田･髙口

U16 陸上県予選会 共通男子走幅跳 ５位 ３年 桐原 俊汰郎 

U16 陸上県予選会 共通女子１５０ｍ １位 １年 楠田 ゆうな 

U16 陸上県予選会 共通女子１５０ｍ ３位 ２年 髙口 永恋 

U16 陸上県予選会 共通女子走髙跳 ４位 ２年 西園 麻央 
 

月 日 曜 主 な 行 事 

９ １４ 火 いじめを考える週間～１７日 

 17 金 防災訓練 

 ２８ 火 １年薬物乱用防止教室 

 ３０ 木 地区中体連駅伝大会 

１０ １ 金 
生徒会立会演説会 

部活動停止期間～４日 

 ４ 月 １・２年中間テスト～５日 

 ９ 土 土曜授業日 

 １２ 火 
地区新人総体～１３日 

３年第３回実力テスト～１３日 

 ２１ 木 ３年ＰＴＡ進路説明会 


