
市郡総体を終えて
校長 ＊＊＊＊

私が中学生だった頃は、全員が部活動に入 ３．心身のリフレッシュをして、明るく充実

るルールでした。毎日遅くまで練習して、休 した学校生活を送ること
みは年に数日。まさに部活漬けの毎日で、残 ４．母校愛や郷土愛を育むこと
念ながら辛い思い出しか浮かんできません。 ５．スポーツに一生親しむため
今の中学生たちが明るく熱心に取り組んでい の下地を作ること
るのを見て、うらやましく感じます。（同じ こういった目的の達成に、結果（成績）は

ように感じる保護者の方もいらっしゃるので あまり関係ないかもしれません。
はないでしょうか。） さて、市郡総体が終わりました。新型コロ
ただ、練習をいくら頑張っても、野球の吉 ナの影響で満足に練習できない日々が続き、

田選手のようにプロになって活躍できる人は 試合経験も少ないまま大会を迎えた３年生の
ほんの一握りです。勉強との両立は大変です 中には、完全燃焼できなかった人がいるかも

し、けがをしたり、友達とのトラブルがおき しれません。しかし、今までの時間が無駄に
てしまったりすることもあります。それなの なったわけではありません。生徒の皆さんに
に、なぜ部活動をするのでしょうか。 は、部活動に取り組んできた２年間を振り返
部活動は、学校の教育活動の一つとして、 ってみてほしいと思います。きっと大事な時

例えば運動部では、「競技力の向上」以外に 間だったことに気付くはずです。

も次のような目的があります。 そして、全県大会に出場できる皆さんは、
１．友情やスポーツマンシップ、相手への思 勝ち抜いた自信を胸に再スタートです。春の
いやり、周囲への感謝の心など、豊かな人 全県大会が廃止となったため、久しぶりの大
間性や社会性を身に付けること きな大会で緊張するかもしれませんが、条件

２．体力を向上させ、健康的な生活を送るこ は皆同じです。鍛えた力を思いっきり発揮し
と てきてください。健闘を祈ります。

学校運営協議会で充実した活動に

五城目町の小、中学校に「学校運営協議会」が導入されて４年目になりました。
協議会の委員は、保護者や地域の代表などから五城目町教育委員会が任命します。
この取り組みによって、学校は地域人材を活用した教育活動を充実させること

ができます。また、生徒にとっては、学びや体験活動が充実するとともに、地域
の担い手としての自覚が高まることが期待されます。今年度、本校では１、２年
生を対象とした職業講話へのご協力をお願いする予定です。

【今年度の学校運営協議会委員の皆様】（小・中校長を除く 敬称略）
・＊＊＊＊ (中学校ＰＴＡ副会長) ・＊＊＊＊(小学校ＰＴＡ副会長)

・＊＊＊＊ (五城目町町内会長会副会長) ・＊＊＊＊(五城目地区公民館長)
・＊＊＊＊ (集落支援員) ・＊＊＊＊(森山地区公民館長)
・＊＊＊＊ (地域学校協働活動推進員) ・＊＊＊＊(地域学校協働活動推進員)
・＊＊＊＊ (スポーツ少年団本部長) ・＊＊＊＊(スクールガード・リーダー)
・＊＊＊＊ (人権擁護委員) ・＊＊＊＊(五城目高等学校長)

・＊＊＊＊ (生涯学習課長) ・＊＊＊＊(もりやまこども園長)
・＊＊＊＊ (五城目町社会福祉協議会長) ・＊＊＊＊(湖東３町商工会 理事)
・＊＊＊＊ (農事組合法人山ゆり 代表) ・＊＊＊＊(主任児童委員)
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市郡総体結果 6月18日～19日 登校時の大雨への対応
・野球 第３位 五城目第一・井川義務合同 6月28日（火）の午前８時前後の大雨で桜門付近（野球

・男子バスケットボール １回戦惜敗 場側）に大きな水たまりができ，生徒の登校に支障を来

・女子バスケットボール １回戦惜敗 すこととなりました。このようなときは次のようにいた

・バレーボール 第３位 します。

・女子柔道団体戦 準優勝（全県出場） 保護者の皆様の車を職員が校地内に誘導いたしますの

柔道個人 階級別 で，保護者の皆様は，徐行の上，校地内の安全な場所で

優勝 ＊＊＊＊（全県） 優勝 ＊＊＊＊（全県） 生徒を降ろしてください。その後は桜門側に戻らず，半

２位 ＊＊＊＊（全県） ２位 ＊＊＊＊（全県） 月門側から出てください。保護者の皆様の車を校地内一

３位 ＊＊＊＊ 方通行とします。これは，大雨

・剣道女子団体 準優勝（全県） 等にて職員が誘導した場合の対

・女子ソフトテニス団体 優勝（全県） 応ですので，それ以外の場合の

ソフトテニス個人戦 送迎時，引き続き保護者の皆様

準優勝 ＊＊・＊＊ペア（全県） 第３位 ＊＊・＊＊ペア（全県） の車が校地内に入ることの無い

・陸上競技 男子総合３位 ようご協力をお願いします。

陸上競技個人

１位 ２０２２年 ７月 行事予定
男子共通２００ ＊＊＊＊ 共通４００ ＊＊＊＊（全県） 日 曜 行 事 等

男子走幅跳 ＊＊＊＊（全県） 男子砲丸投 ＊＊＊＊（全県） １ 金 あいさつ運動

女子共通８００ ＊＊＊＊ 女子共通１５００＊＊＊＊（全県） ２ 土

２位 ３ 日 部活動休止日

男子共通１５００ ＊＊＊＊（全県） 走幅跳 ＊＊＊＊（全県） ４ 月 小・中アウトメディアにチャレンジ 3年月刊テスト

低学年４×１００R ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊（全県） ５ 火
３位 ６ 水 全県総体激励会6校時

男子共通１５００ ＊＊＊＊ 男子共通４×１００R ＊＊ ７ 木
＊＊ ＊＊ ＊＊（全県） 女子共通１００H ＊＊＊＊（全県） ８ 金 防犯教室6校時

女子走幅跳 ＊＊＊＊ ９ 土 全県総体剣道1日目

繰り上げ全県出場 10 日 〃 2日目

男子共通４００＊＊＊＊ 男子共通８００＊＊＊＊ 11 月 特別支援学級実践セミナー

男子砲丸投 ＊＊＊＊ 女子共通１００＊＊＊＊ 12 火 基礎テスト（1年社，2年数，3年理）

・卓球女子団体 予選リーグ敗退 大潟中PA交流（3年）

卓球男子個人 ２位 ＊＊＊＊（全県） 13 水 五中祭部門別会議5校時 職員会議

卓球女子個人 ３位 ＊＊＊＊（全県） 14 木
全県大会出場者も今回で部活動を終えた生徒も次の 15 金 性教育講座（3年 6校時)

目標に向けて頑張ります。たくさんの応援ありがとう 16 土 全県総体（テニス・卓球・陸上・柔道・バドミントン）1日目

ございました。 17 日 〃 2日目

18 月 海の日

市郡総体激励会 6月17日 19 火 大会報告会（朝活）

６月に入り，放送委員が毎日帰りの会が終わった時間にロッキ 20 水 教科等訪問（研修会）4校時限給食後下校

ーのテーマ曲を流し，大会に向けて，気分を盛り上げてきました。 21 木
６月１７日（金），市郡総合体育大会の前日，それまで盛り上がり 22 金 生徒会委員会

もそのままに，総体激励会を行いました。この激励会は各部の主将 23 土 夏季休業～8/23

が大会への決意を表明したり，２年生の応援委員が中心となって激 24 日
励の応援をしたりして，大会への士気を高める会です。 25 月 三者面談～29日

私（教頭）もいくつかの中学校の激励会・壮行会を経験していま 26 火
すが，五城目一中の激励会での生徒の一体感というのは他校を上 27 水
回る感動を覚えます。「栄光の架け橋」をＢＧＭとしてそれまでの道 28 木
のりを思い描き，３年生がこれまでの 29 金
思いを声にして掛け合う。結果の一 30 土

部が上の成績ですが，ここに記すこと 31 日 部活動休止日

ができないたくさんの思い・頑張りが

あったことも保護者の皆様にご承知 ※本校ＨＰに校報のカラー版を掲載しています。

いただきたいと思います。


