
令和３年６月２９日（火）発行

筑西市立下館北中学校

Eﾒｰﾙ 652104@sch.ibk.ed.jp ホームページ http：//www.chikusei.ed.jp/kitachu/

「最後まであきらめず 全力を出し切って」
総合体育大会市内大会－６月１１・１２日，県西大会－２５・２６・２７日では，日頃の取組

の成果を発揮し，男子卓球部の個人戦で２名、水泳部１名が県大会に進出しました。また、６月
１日の県西陸上大会では，３名の生徒が県大会出場を決めております。
今大会を振り返ると、どの試合も「最後まで諦めない」という気持ちがあらわれ、回を重ねる

ごとに個人の力ばかりでなくチームの力が上達していくように感じました。生徒たちの成長はす
ばらしいものです。県大会は、陸上競技を皮切りに７月９日（金）から始まります。さらに上位
を目指して頑張ってほしいと思います。
また、３年生が引退すると１、２年生による新チームがスタートいたします。二人顧問による

体制に変更し、より一層充実した指導を行っていきたいと考えています。
１学期も残すところ、あと３週間ほどです。１学期の学習のまとめの時期でもあります。「分

かった」「できた」と実感できる授業を進めています。本校では、校内研究のテーマを「自己有
用感を高め、主体的に関わる学習の在り方～話合い活動や、協働的に問題解決をする活動を通し
て～」として、これからの社会に必要な資質・能力の育成に取り組んでいます。具体的には、自
分の考えや意見をもち、生徒同士の学び合いや教師との対話を手がかりに、自分の考えを広めた
り、深めたりする学習に取り組みます。さらに、自分の考えを根拠や理由を明らかにして相手に
説明したり、文章に書き表したりする表現力や伝える力を育みたいと考えています。７月１日
（木）は、授業参観日となります。ぜひ、お子様が学習においても頑張っている姿をご覧いただ
ければと思います。今後とも、保護者の皆様・地域の皆様には、生徒たち一人一人が夢に向かっ
て輝けるよう、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 校長 角田 真弓

月 火 水 木 金 土 日

6/30 １ ２ ３ ４
学期末特別日課 家庭教育学級 学期末特別日課
17:00下校 ⑤授業参観 17:00下校

⑥学年懇談会
部活なし
15:00下校

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
訪問指導 学期末特別日課 ロング昼休み 学期末特別日課 県総体陸上 県総体
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 17:00下校 ３年実力ﾃｽﾄ 17:00下校 学期末特別日課 陸上
9:30～12:30 PTA本部役員会 17:00下校

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 ロング昼休み ⑤⑥働く人に
13:00～17:00 学ぶ会(２年)

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
大掃除 終業式 夏休み 海の日 スポーツの日 県総体

部活なし （～8／31） (ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開会式) 水泳
16:00下校 県総体

水泳・卓球

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１
三者面談① 三者面談② 三者面談③ 三者面談④

館北だより

口座振替日

口座振替日

７月の部活動終了時刻
17:45 活動終了
18:00 完全下校
学期末特別日課

16:45 活動終了
17:00 完全下校

男子卓球部 第４位 団体県西大会出場 女子卓球部 第７位 団体県西大会出場
北中 ３－１ 明野中 北中 ０－３ 西 中 北中 ０－３ 西 中 北中 ０－３ 協和中
北中 ０－３ 南 中 北中 ０－３ 協和中 北中 ０－３ 関城中 北中 ２－３ 南 中
北中 ３－０ 関城中 北中 ３－１ 下館中 北中 ０－３ 下館中 北中 １－３ 明野中
北中 ３－０ 館一附属中 北中 ３－０ 館一附属中
＜県西大会＞ ＜県西大会＞
１回戦 北中 3－1 総和南中 １回戦 北中 1－3 水海道西中
２回戦 北中 3－1 五霞中
準決勝リーグ 北中 2－3 下館南 男子バスケットボール部 第７位
北中 2－3 石下西 北中 0－3 下館西 北中 32－71 協和中 北中 30－50 南 中

＜県西大会個人戦＞ 北中 42－59 下館中 北中 41－60 西 中
間野大馳（ベスト16） 県大会出場
杉山康太（ベスト16） 県大会出場 女子バスケットボール部 第５位
髙橋陽翔（２回戦敗退） 北中 33－56 西 中 北中 51－29 関城中
関場太一（１回戦敗退） 北中 43－27 協和中
大川紘輝･神原翔ペア（２回戦敗退）

サッカー部 第５位 女子ソフトテニス部 第５位
北中１－１ 西 中 北中 ０－１ 関城中 北中 ２－１ 下館中 北中 １－２ 南 中
（ PK 2－3 ） 北中 １－２ 西 中 北中 ０－２ 関城中

＜県西陸上大会＞ ＜県西水泳大会＞
・３年男子 100ｍ： 小林 哲 13秒24
・共通男子 800ｍ：第２位 加藤 玲生 2分11秒61 県大会出場 深谷 祐己

第11位 礒田 怜 2分17秒41 ・100ｍ自由形
・共通男子1500ｍ：第13位 渡邊 幸輝 4分42秒83 1分11秒12
・共通女子1500ｍ：第７位 百目鬼ほのか 5分15秒02 県大会出場 ・200ｍ自由形
・共通男子3000ｍ：第６位 水越 駿 10分03秒37 県大会出場 2分35秒04

＜通信陸上大会＞
・共通男子 800ｍ：第８位 加藤 玲生 2分12秒61 ２種目とも県大会出場
・共通女子1500ｍ： 百目鬼ほのか 5分13秒28
・共通男子3000ｍ： 水越 駿 9分55秒91

しもだて美術館では、現在「高砂淳二写真展～Dear Earth～」が開催されています。会期

は７月２５日(日)まで。開館時間は10:00～18:00（入館は17：30まで）です。茨城県では、

毎月第３日曜日（7月18日）を「家庭の日」と定めており、この日は高校生以下のお子様だけ

でなく【高校生以下のお子様連れのご家族のみなさん】も無料で入館することができます。

お忙しいところとは存じますが、時には美術館に足を運んでみてはいかがでしょうか。

７月１日（木）に授業参観を実施いたします。各学級の授業内容、実施場所については以
下の通りとなります。コロナウイルス感染症対策を十分に行っていただき、当日体調が優れ
ない場合には、参観を見合わせていただきますようお願いいたします。
＜授業参観＞ １３：５０～１４：４０ ＜学年懇談会＞ １４：５５～１５：４０

１年１組 数学（１年１組教室） １年生（１年１組教室）

２年１組 数学（北校舎３階音楽室） ２年生（北校舎３階音楽室）

３年１組 学活（北校舎２階美術室） ３年生（南校舎２階集会室）

３年２組 道徳（南校舎２階集会室）

※ 授業参観の前に家庭教育学級の開級式を行いますので、１年生の保護者のみなさまは、

１３時１０分までに２階集会室へお越しください。

市内総体 県西大会（陸上･水泳･卓球） 県大会（陸上） 結果報告

しもだて美術館 から「家庭の日」のご案内

授業参観のお知らせ ７月１日（木）


