
  

 
 
 
 
 8 月下旬から、３年生からバトンを引き継いだ２年生は、この秋、田川地区
中体連新人戦等に臨みました。それぞれの部活動で精一杯取り組んでいました。 
  
サッカー   対 金川・勾金の合同  ４－０ 勝ち 

        対 方城      ０－０ 引き分け 
        対 糸田      １－０ 勝ち 
        対 大任      ３－０ 勝ち    結果 優勝 

（10/18（日）開催の筑豊大会へ進出） 
 
 バレーボール【添田・大任の合同チーム】  
  予選リーグ 対 伊田      ２－０ 勝ち 

対 後藤寺     ２－０ 勝ち 
対 田川      ２－０ 勝ち 

  決勝トーナメント 
   １回戦    対 赤池       ２－０ 勝ち 
   準決勝  対 香春・勾金・赤の合同 ２－０ 勝ち 
   決勝      対 弓削田     １－２ 惜敗    結果 準優勝 
                 （12/19（土）開催の筑豊大会へ進出）   
 
 バスケットボール（女子）【添田・香春・勾金の合同チーム】 

  １回戦   対 金田       51－46  勝ち 
  準決勝    対 伊田      45－62  惜敗 
  ３位決定戦 対 方城      64－49  勝ち   結果 第３位 
  
バスケットボール（男子） 

   １回戦  対 勾金       72－29  勝ち 
   ２回戦  対 金川       41－64  惜敗 
 
 バトミントン（女子団体戦） 
        対 金田       １－２  惜敗 
        対 川崎       １－２  惜敗 
        対 赤池       ０－３  惜敗 

  
バトミントン（男子団体戦） 

         対 金田     １－２  惜敗 
         対 川崎     １－２  惜敗 
         対 赤池     ２－１  勝ち 
 
 テニス（女子団体戦） 
         対 勾金     ２－１  勝ち 
         対 鎮西     ２－１  勝ち 結果 優勝                    

（10/31(土)開催の筑豊大会へ） 
    （女子個人戦） 
         田上・宮崎組 優勝     薮・佐々木組 出場 
         永井・浦野組 準優勝    永田・富永組 出場 
 テニス（男子個人戦） 

内田・松川組 出場  
 
  
吹奏楽部 

  10/10（土）に行われたオークホールブラスフェスティバルに出演 
 
 新人戦田川市郡大会を終えたところで、各部活動を代表して、女子バスケッ
トボール部を取材しました。 
昨年度、女子バスケットボールは、部員が 1 名で合同チームを組むこともで

きず、男子バスケットボール部と一緒に練習を積み重ねました。公式戦のとき
も男子のスコアラーを行い、チームを支えました。今年 4 月に岡田さん（1 年）
が入部し、合計 2 名になり他校と合同チームを組むことができました。これま
で練習試合にも出たくても出られない時期を耐え、初めての公式戦でした。試
合結果は、逆転や接戦の連続で３位と頑張りました。 
女子キャプテンの重松さん（2 年）は、大会を終えて次のような感

想を教えてくれました。「新人戦に臨むにあたって最初は試合経験が
なくて緊張しましたが、合同チームを組んで練習を積み重ね、試合を
することが楽しくなりました。」これまで、練習試合もできずにバス
ケを行っていた気持ちを尋ねると「男子の試合を横で見ていて、自分
の試合をしたいと（何度も）思っていました。でもバスケが楽しいか
らこれまで続けてきました。最初の公式戦で勝ててよかったです。」と
答えてくれました。                 
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取材から、頑張り続けることは大切なことだと思いました。 

しかし、頑張り続けても、結果がでないこともあります。今回、部活動で思う
ように結果が出なかった人、結果がでても次の課題が明らかになった人もいる
でしょう。この冬場の練習過程が春に成果を生むと信じています。 
 また、既に引退し受験勉強まっただ中の 3 年生や部活に入っていなくても外
部の競技や習い事を行っている生徒のみなさんも、取組過程が大切です。自ら
の目標に向かって、日々努力し続けることを期待しています。 
 
 
 
 
 今回の到達度テスト第２回で、自己目標を更新した生徒の数は 65人でした。
第 3回は 10月 30日（金）になります。これまで期待通りの結果がでている教
科や結果が出始めた教科については、今の勉強方法を続けてください。結果が
出ていない教科は、結果が出ている人の勉強方法をまねて取り組んでみましょ
う。 
 また、学力を付けるには、時間と労力をかけなければいけません。寸暇を惜
しんで勉強することが大切です。 
 
【１年１組】 
井上 陽路里 内牧 華花 永田 心咲 松嶋 大翔 

【１年２組】 
岩本 幸太朗 城戸 遥華 須崎 栞奈 髙道 侑人 
築原 汰青 中村 巴月 藤本 心桜  

【１年３組】 
井上 想大 木下 明香 田中 悠翔 富永 蓮 
長町 優太 𠩤口 瑠亜 松嶋 蓮  

【２年１組】 
梅原 蒼馬 岡本 浩希 富永 美羽 畠田 穂華 
水上  彩 宮崎 笑実子 森  晴葉 薮  絢音 

【２年２組】 
緒方 翔大 梶原 みな美 鶴留 葵唯 鶴丸 ゆき 
長野 洸希 西島  杏 林 千紘 樋口 拓翔 
福井 梨音 三原 睦海 佳元 律樹  

【２年３組】 
岡本 尭也 吉瀬 智哉 城戸 陽伽里 木森 千聖 
山口 玲音  

 
【３年１組】 
上村 彩夏 沖嶋 未夢 小西  有里亜 小林 裕夏 
柴田  結衣 福田  将太 宮崎 大心 宮﨑 颯 

【３年２組】 
高口 心輝 古賀 青空 永木 咲恋 西並 隼介 
平原  亜唯 山内 隼汰  

【３年３組】 
井上  美羽音 浦野  獅龍 梶原 美羽音 組坂 歌蓮 
平原 綾太 山口 俐斗 山田 心暖 𠮷川 穂乃香 
佳元 尋平  

 
 
 
 
 今回は、特別支援教育を担当している平
岩先生を紹介します。さて、平岩先生のク
ラスに入ると一番に感じるのは、教室が落
ち着いた雰囲気であるということです。こ
の教室で授業を受けたいと思うような空
間です。例えば、正面の学級掲示には、「て
いねいな言葉づかいをしましょう。整理整
頓しましょう。自分から大きな声であいさ
つしましょう。」と記載されています。その
字体は、UDフォントと言われるもので作成
されています。これは、すべての人が読み
やすい字体ということで最近頻繁（ひんぱ
ん）にリーフレットやポスターで使われるようになりました。生徒にとって読
みやすい字体ということで進んで取り入れられています。図１のように、一つ
の掲示物をとってみても、立体的に作られていて、ひと工夫されています。  
また、昨年度 11月、特別支援教育を推進する実践的な先生として筑豊地区の

特別支援教育を担当する先生のために模範授業もされました。 
平岩先生に常日頃生徒に接したり、国語を教える上で心がけていたりしてい

ることを尋ねると「笑顔をモットーとしている」とのことです。その理由は、
「目があったときに、その人の表情が笑顔であった方が見た人もイヤな気持ち
にならない。」と答えてくれました。「人間の表情は鏡です。自分の表情で相手
はムッとすることもあると思います。そのため、そのようにならないように心
がけています。」とも言われていました。 
常日頃から、笑顔で接する平岩先生の思いをお聞きすることができました。 

先生の紹介 

図 1 ひと工夫入れ立体的に作成された壁画 

到達度テスト第 2回【9/25（金）実施】が終わりました 


