
令和４年度 糸島市立志摩中学校

学 校 だ よ り 《７月号》
令和４年７月２０日 全校生徒数 本校：４０３名 分校：２名 〈文責〉 校長 徳重

校訓「知・徳・体」
学校の教育目標

「郷土を愛し
知・徳・体の調和のとれた人間性豊かで

たくましい実践力のある徒の育成」

前期の前半終了！ 明日から夏休み

本年度も４月にスタートを切ってから早くも７月、本日で前期の前半が終了です。
この４ヶ月を振り返ると、本年度も新型コロナウイルスの感染防止対策を行いながら
の学校生活でした。少しずつ通常の教育活動にもどしながら４月の始業式・入学式か
ら授業や学校行事、部活動等さまざまな制約の中、全体的に落ち着いた学習や学校生
活を送ることができました。
５月の体育会では、新型コロナウイルスによる学級閉鎖等の影響で、全体練習がで

きない生徒や学級がある中、２度の延期をしましたが体育会を実施することができま
した。生徒会（体育会）スローガン「Natural」のもと、各ブロックともに優しく温か
い声かけや思いやりある行動でみんなの笑顔溢れる体育会を目にし、日々成長してい
く姿を実感することができたことは大きな成果だと思います。
しかし、このような成果の反面、課題も多かったと感じています。それは、皆さん

一人ひとりが一番大切にしてほしい「豊かな心の育成・人権意識の向上」についてで
す。学校はいろいろな人が楽しく、気持ちよく生活や学習できる場でなければならな
いのですが、「人に対して優しくなれない人」「思いやりの態度をとることができない
人」「自分勝手で、まわりの迷惑を考えない人」「人にいやなことを言ったり、人が悲
しくなるような行動を行う人」など、このような行動をとる人が見受けられたことは
非常に残念な思いです。
本校の校訓である「知・徳・体」の目指すひとつは、相手に対して礼を尽くす行動

力を身につけ、自分や他人を大切にする人権意識の向上にあります。
全校生徒、一人ひとりがもっと周りの人に気づかい、相手を大切にする行動がとれ

るようになれば、自分自身も大切にされる学校になっていきます。ぜひ、この夏休み
は、皆さんが、もっと人に優しく、思いやりのある行動がとれるよう、この前期前半
を振り返りながら、ゆっくり自分を見つめ直す時間にしてください。そして、新たな
目標・決意を胸に前期後半を迎えましょう。
最後に、7月に入り新型コロナウイルスの感染者が急増しています。夏休みは、さま

ざまな体験をするために外出する機会が増えることと思いますが、感染症対策を忘れ
ずに過ごしてください。また、今年の夏も猛暑日が続き「命に関わる危険な暑さ」と
なる恐れがあり、熱中症や水難事故・交通事故には十分に配慮・注意する必要があり
ます。毎年のように全国各地で熱中症・水難事故・交通事故で小中学生が亡くなると
いう痛ましい事故が発生しています。
皆さんも、この４０日間の長い夏休み期間中はくれぐれも健康や安全面に注意して

生活してほしいと思います。皆さんの夏休みが楽しく、有意義なものになりますよう
願っています！

糸島区中体連夏季総合体育大会結果
各部活動の健闘が光る今年の糸島区大会だったと思います。筑前地区大会へ

出場する選手の皆さんは、今度は糸島区の代表として頑張ってください！また、
残念ながら、優勝を逃した部の皆さんは、次の新人大会に向け、今回の大会や
日頃の練習を振り返りながら、さらなる向上を目指し、チーム一丸となって努
力してほしいと思います。最後に、この糸島区大会で選手生活を終える３年生
の皆さんは、これまでの練習や試合で培った力を残りの学校生活に生かし、こ
れからは自己の進路実現に向け生活面や学習面で努力していってほしいと思い
ます！選手の皆さん、お疲れ様でした！！
【糸島区大会 団体の部】

種 目 名 糸島区大会結果 筑前地区大会
陸 上 競 技 男子：４位 女子：４位 男女個人筑前地区大会出場
水 泳 競 技 男子：４位 女子：３位 男女個人筑前地区大会出場 7/21
サ ッ カ ー ５位
卓 球 男子：4位 女子：準優勝 女子団体・個人筑前地区大会出場
剣 道 男子：３位
柔 道 男子：５位 女子：3位 女子団体・男女個人筑前地区大会出場 7/16
バ レ ー ボ ー ル 女子：3位
バスケットボール 男子：準優勝 女子：準優勝 男女団体筑前地区大会出場 7/16.17
軟 式 野 球 ３位
バ ド ミ ン ト ン 女子：3位 女子団体筑前地区大会出場 7/21
ソ フ ト ボ ー ル 女子：２位 女子団体筑前地区大会出場 7/16.17
【糸島区大会 個人の部】
〈陸上部 男子〉
☆２年１００ｍ 優勝 桑野 耕太郎(2-1) ☆３年１００ｍ ４位 赤尾 夏志 (3-1)
☆共通２００ｍ ５位 吉富 朱鷺(2-3) ☆共通８００ｍ ４位 衣川 湧翔(3-1)
☆１年１５００ｍ ２位 西川 光輝(1-2) ☆２年１５００ｍ ２位 楢﨑 礼琉(2-1)
☆３年１５００ｍ ２位 青木 倫太郎(3-1) ☆共通３０００ｍ ５位 福井 武琉(3-1)
☆共通走幅跳 優勝 坂本 憲吾(3-3) ５位 小金丸 キルア(3-1)
☆共通砲丸投 ４位 濵地 太一(3-2)
☆共通４００ｍ 優勝 古藤 颯翔(3-3) ☆共通１１０ｍＨ 優勝 赤尾 夏志(3-1)
☆共通４×100ｍＲ ２位 青木 倫太郎(3-1) ・桑野 耕太郎(2-1)

古藤 颯翔 (3-3) ・赤尾 夏志 (3-1)
〈陸上部 女子〉
☆１年１００ｍ ３位 田中 莉音(1-2) ☆２年１００ｍ ３位 尾﨑 安喜子(2-1)
☆共通２００ｍ ５位 尾﨑 安喜子(2-1)
☆共通走幅跳 優勝 中下 寧々(2-4)
☆低学年８０ｍＨ 優勝 田中 優愛(2-1) ２位 西田 菜々海(2-3)
☆低学年４×100ｍＲ ３位 橋本 澪 (2-4) ・ 田中 莉音(1-2)

西﨑 心珀(1-1) ・ 吉村 琉那(2-4)
〈水泳部 男子〉
☆５０ｍ自由形 ３位 辻 漣太郎(3-3) ☆１００ｍバタフライ 優勝 辻 漣太郎(3-3)
〈水泳部 女子〉
☆５０ｍ自由形 優勝 船津丸 美月(3-3)※大会新記録
☆１００ｍ自由形 優勝 船津丸 美月(3-3)※大会新記録
☆１００ｍ背泳ぎ 優勝 山下 恭花(2-4) ☆２００ｍ背泳ぎ 優勝 山下 恭花(2-4)
〈卓球部〉
☆女子シングル ３位 井上 美羽(3-3)
〈柔道部〉
☆男女個人戦各階級 優勝 箕輪 晶(1-1) 優勝 鬼木 香理菜(1-2)

２位 樗木 尚仁(2-2)
３位 仲西 幸豊(3-1) ３位 斎藤 夏綺(2-2)

7/16～22の筑前地区大会、選手のみなさんの健闘を祈ります。結果は８月号に掲載します。



【７月・８月・９月の主な行事予定】

７月２１日（月）～８月２９日（月）夏季休業日（夏休み）

２１日（月）筑前地区中学校総合体育大会（陸上・水泳・卓球・バド）

２２日（火）筑前地区中学校総合体育大会（卓球・バドミントン）

２５日（月）筑前地区吹奏楽コンクール

２６日（火）～8月5日（金）三者面談

２７日（水）～７月３１日（日）福岡県中学校総合体育大会

８月１２日（金）～８月１７日（水）学校閉庁日

２１日（日）筑前地区新人水泳競技大会（二日市中学校）

２４日（水）～２６日（金）サマースクール

３０日（火）前期後半授業再開

３１日（水）３年学力診断テスト、１・２年課題テスト
ＰＴＡ役員会・理事会

９月 １日（木）前期期末考査（音・美・英・社・数）
２日（金）前期期末考査（保体・技家・理・国）

４日（日）～６日（火）２年生修学旅行

７日（水）２年生振替休業日

１０日（土）ＰＴＡ空ビン回収（地域活動の日）

１１日（日）英語スピーチコンテスト

２４日（土）ＰＴＡ環境整備作業

２５日（日）筑前地区新人陸上競技大会（博多の森陸上競技場）

２９日（木）糸島区総体駅伝競走大会（博多の森陸上競技場周回コース）


