びわ中学校便り
「時を守り、場を清め、礼を正す」

平成 28 年 9 月 1 日（木）
長浜市立びわ中学校
校長

草野和浩

残暑極めて厳しい毎日ではありますが、早いところでは稲刈りも終わり、頭上を飛びまわる赤とんぼ
の姿に、秋の訪れを感じます。
さて、本校では８月２６日（金）より２学期が始まりました。今学期は、体育大会、ヨシ行けどんど
ん作戦、文化祭、合唱祭と大きな行事を予定しています。子どもたちの頑張っている姿を地域の皆様に
ご覧いただきたいと思っています。皆様の御来校をお待ちしております。

びわ中学校の２学期は、
「家族や地域の方々に感謝し、感動を届けます」
３６日間の夏休み。3年生にとっては最後となる
部活動の大会が終わりました。結果は様々でした
が、どの部もひたむきにプレーし、声をからして
応援する姿や、仲間を励まし支えようとする姿に
感動しました。
特に、団体戦最後の試
合で「ストレートで勝た
なければ県大会に出場で
きない」という厳しい条
件の下、全員の力で県大
会の切符を手に入れたソ
フトテニス部女子、春季総体県ベスト8のチームを
相手に県大会をかけた試合でフルセットまで粘っ
たバレーボール部、近畿大会であとひとつ勝てば
全国大会という試合で、ジュニア時代の日本チャ
ンピオンを相手に2セットを奪う健闘を見せたソフ
トテニス部男子の藤森・酒井ペアなど、本校生徒
が全力を尽くした場面がいくつもありました。
子供たちの頑張っている姿は、大人たちに感動
と勇気を与えます。アンケートなどでは、「自分に
自信が持てない」と回答することが多い本校生徒
ですが、今やるべきことに一生懸命取り組むこと
で私たちにパワーを与えてくれています。
失敗や迷い、うまくいかないこともあるでしょ
うが、それも含めて２学期の生徒たちの頑張りを
楽しみにしています。

さて、２学期は中学校にとってこの１年を左右
す るば か りで な く次 年 度に も大き く影 響す る大
切な時期です。
３年 生 はい よ いよ 進 路希 望先の 決定 を迫 られ
ま すし 、 希望 実 現の た めに 日々努 力を しな けれ
ば なり ま せん 。 苦し い 道程 でしょ うが 、誰 もが
乗 り越 え てい く 道で す 。全 職員で 支援 しま す。
２年生は、すでに部活動では最高学年となり、
１ ０月 に は初 め ての 公 式戦 が待っ てい ます 。２
学 期末 に は新 生 徒会 長 をは じめ生 徒会 役員 の選
出 があ り ます 。 中学 校 生活 はちょ うど 真ん 中で
す が、 こ こか ら の１ 年 間が 皆さん の将 来に 大き
く影響することは間違いないでしょう。
１年 生 も中 学 生活 に 慣れ 、何を 頑張 るべ きな
の かわ か って き たと 思 いま す。充 実し た中 学生
生 活と な るよ う 、１ 年 後に びわ中 学校 の中 核と
し て活 躍 でき る よう 、 今か ら力を つけ てい く必
要があります。
２学期には、びわ中学校４大
行事が集中しています。準備や
練習、制作などで１学期よりも
はるかに忙しい毎日になるでし
ょうが、一つひとつのことに丁
寧にねばり強く取り組み、いつ
も お世 話 にな っ てい る 皆さ んに感 謝の 気持 ちを
込 めて 、 感動 と 勇気 を 与え られる 素晴 らし いも
のにしてほしいと願っています。

ＰＴＡ環境整備作業、ありがとうございました。
８月２１日（日）ＰＴＡ主催の環境整備作業を実施しましたところ、た
くさんの保護者の皆様にご参加いただき、ありがとうございました。
おかげで広い校地内がすっかりきれいになり、気持ちよく２学期を迎え
ることができました。
生徒の皆さんも、暑い中お疲れ様でした。大人だけの力では、ここまで
美しくできなかったと思います。ありがとうございました。

☆ブロック大会（７月２１日、２２日）
・野球
本校５-０米原中 本校０－７長浜東中
・ソフトテニス女子
団体 本校３-０長浜東中 本校０－３長浜北中
本校２－１長浜西中 本校２－１浅井中
本校３－０長浜南中 ＊２位で県大会へ
個人 池田・森岡組 優勝（県大会出場）
・ソフトテニス男子
団体 本校３-０杉野中
本校１－２高月中
本校３－０長浜西中 本校０－２長浜北中
＊３位で県大会出場ならず
個人 藤森・酒井組 ２位（県大会出場）
・バレーボール女子
本校２－０長浜東中
本校２－０長浜南中
本校２－０長浜西中
本校０－２湖北中
本校１－２高月中
＊４位で県大会出場ならず
・バスケットボール女子
本校６６－４２長浜南中 ＊３位で
本校２４－６６長浜西中
県大会出場ならず
・バスケットボール男子
本校２９－９７湖西中
＊県大会出場ならず
・卓球男子
団体 本校０－３長浜西中 本校３－２浅井中
本校３－１鏡岡中
本校０－３長浜北中
本校３－２高月中
本校０－３湖北中
＊３位で県大会へ
個人 川崎くん、石和くん ３回戦進出
・卓球女子
団体 本校０－３長浜西中
本校３－２浅井中
本校２－３長浜北中
本校３－１木之本中
＊３位で県大会出場ならず
個人 澤邑さん ベスト１６
・サッカー
本校１－３長浜東中
・水泳（中川くん）
２００m背泳ぎ 県大会標準記録突破
１００m背泳ぎ 県大会標準記録突破

５年間、本校のALTとして英語の
授業はもちろん、学校行事や普段の
学校生活でも生徒たちに親しく接し、
慕われていたチェルシー・ビール先
生が７月末をもって退任しました。
９月から、長野県のALTとして赴任されます。終業式の
日に、ピアノと歌でお別れをしました。
８月には新しいALTとしてブライアン・バーニー先生
がアメリカから来日しました。彼は日本に来るのは初め
てです。日本での仕事にやる気十分です。どうぞよろし
くお願いします。

☆県大会（８月２８日、２９日）
・卓球男子団体
本校０－５瀬田北中
・ソフトテニス女子団体
本校０－３木之本中
・ソフトテニス女子個人（池田・森岡組）
本校４－２八幡中
本校４－１朝桜中
本校３－４甲賀中
・ソフトテニス男子個人（藤森・酒井組）
本校４－１朝桜中
本校４－３守山中
本校４－０安曇川中
本校４－３甲賀中
本校２－４朝桜中
＊第３位 近畿大会出場
・水泳（中川くん）
２００ｍ背泳ぎ 予選敗退

９月

☆近畿大会（８月１０日）
・ソフトテニス男子個人（藤森・酒井組）
本校４－２松原中（京都府）
本校４－１郡山南中（奈良県）
本校２－４西和中（和歌山県） ＊ベスト１６

＊ご声援ありがとうございました。
県吹奏楽コンクール地区予選（７月２８日） 本校：銀賞
演奏曲 「ブラックホークの舞うところ」 作曲：R.W.スミス

８月１日、本校生徒３９
名がびわ 認定こども 園での
保健指導 ボランティ アに参
加しまし た。生徒た ちは、
健康に関 する紙芝居 やクイ
ズ、その 後のダンス や水遊
びなどを 通して園児 たちと
楽しく活動をしました。
初めは少し緊張してい
た本校生徒ですが、徐々
に慣れてきて、後半は園
児と一緒に元気いっぱい
笑顔いっぱいでした。
認定こども園の先生方、
お世話になりありがとう
ございました。

９日(金)
１０日(土)
１２日(月)
１３日(火)
１７日(土)
１９日(月)
２２日(木)
２４日(土)
３０日(金)

体育大会予行、前日準備
第70回体育大会
振替休業
いのちの日
小学校運動会
敬老の日
秋分の日
ヨシ行けどんどん作戦
文化祭

１０月
６日(木)
７日(金)
１０日(月)
１２日(水)
１４日(金)
２１日(金)
２２日(土)
２９日(土)
３１日(月)

小中連携（小６部活体験）
交歓スポーツ大会
体育の日
いのちの日
中体連秋季大会、市吹奏楽祭
３年生実力テスト
中間テスト
合唱祭
振替休業

