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梅雨明け前で、じめじめした暑い日が続いておりますが、保護者の皆様におかれましてはますますご

清祥のことと存じます。生徒たちは、いよいよ待望の夏休みを前に、日々の授業や部活動、様々な行事

に懸命に取り組み、毎日成長しています。我々教職員も生徒の頑張りを精一杯サポートするべく、生徒

に愛情をもって全力で取り組んでいます。今後とも生徒の為に本校の取り組みに対してご支援ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

勲章叙勲 

土曜授業、情報モラル講習会で、多くのことを学びました。 

6/10に土曜授業で、NTTドコモの方に来ていただき、情報モラル講習会として「スマホ・ケータイ安

全教室」を開催しました。                【講師の方の話に集中していました】 

①個人情報の特定・悪用：被害にあわないため、 

安易に情報を発信・後悔しないように！ 

→「写真や動画が不特定多数に拡散され、大問題 

に発展（炎上）することがある」 

②誹謗中傷：顔が見えないからと言って人が傷つくこ 

とを書き込んではいけない。(人としても当たり前) 

→「匿名で書き込みを行ったと思っても発信元 

は特定される→犯罪にもなる」 

 ③ネット上の交流：犯罪に巻き込まれる危険性がある。 

   →「ネットでしか知らない人に個人情報を教えたり、直接会ったりしない」 

 一部ですが、上記のような内容を分かり易く、臨場感たっぷりに伝えていただきました。 

私は、スマホ・ケータイをまだ未成熟な子供（中学生という多感な時期）がもつことについて、非常

に心配な面があると思っております。しかし、もしスマホ・ケータイをもったとしたら、先日言われた

ことに十分気をつけてもらいたいと思います。本校の生徒指導部から発行する「夏休みの心得」にも掲

載しております。親子でしっかり見て話し合ってみて下さい。 

 

先生方も皆さんの学力向上のため頑張っています。 

○ ３年生の英語：山口朋子先生とケリー吉田 ALTの「ティームティーチング授業」 

授業のめあては「基本文をマスターしよう」で、山口先生は様々な工夫をしていました。特に板

書がきれいで生徒に分かり易く、一目見れば学習内容がわかるようにされています。また班で話し

合わせて発表させたり、ALT との掛け合いで、何度も基本文がマスターできるように練習させたり

して、生徒が耳で慣れ、声に出して英語をマスターできるように考えられた素晴らしい授業でした。 

○ １年生の理科：木下誠先生の「生徒の目が生き生きとして考える授業」 

授業のめあては「葉の表と裏で、蒸散量を比べよう」で、生徒も参観した先生も面白く考えさせ
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られる授業でした。また木下先生は、実験のやり方を生徒に見せながら、ていねいに分かり易く説

明するので、班ごとに分かれて生徒が実験をする際には、役割分担をして全員が活動してきちんと

した実験結果の測定ができていました。生徒の興味をそそり、楽しく学習ができる授業でした。 

○ １年生の数学：三舩千津香先生の「生徒の一人一人の発言を大切にする授業」 

めあては「いろいろな数量を文字を使って式に表してみよう」という授業でした。「2 分考えて

話し合って、自信がついたら発表して下さい。」という先生の言葉で、一斉に多くの生徒から手が

挙がりました。そして発表する生徒の発言をきちんと整理して板書します。しかも式を縦に並べて

見やすく、強調すべきところは色チョークを使って書きます。生徒は、自分の発言をきれいに板書

してもらって、説明されるので発言することに意欲的でした。活気あふれる授業でした。 

○ １年生の音楽：佐藤かおる先生の「『音楽の鑑賞はどう聴けば良いか』が解る授業」 

めあては「情景と音楽の関わりを感じ取ろう」という授業でしたが、生徒がクラシック音楽の鑑

賞を大好きになるような授業でした。生徒にＡ～Ｅの５つの詩を書かせてイメージさせた後、５パ

ターンの曲を聴いてどの詩のイメージに合っているかを考えさせました。そんな中で、ピアノで曲

を弾いてイメージさせたり、曲で使われている楽器を考えさせたりしながら、生徒が曲を注意深く

聴く雰囲気を作りました。ヴィバルディ作曲「『四季』より春」の鑑賞の楽しさ・喜びを堪能でき

た授業でした。 

○ ２年生の国語：中山玲子先生の「生徒が真剣に生き生きと考える授業」 

   めあては「要点を整理して聞き取り、上手にメモを書こう」という授業でした。それぞれ一人一

人の生徒が、ＣＤで流した人の話す内容を真剣に聞いてメモする事に集中しました。生徒たちは、

それをグループで話し合って、これを相手に伝わり易くするメモを作りました。中山先生は、グル

ープでの話し合いで行き詰まっているところに行って適切な助言を行い、全員の生徒が真剣に生き

生きと考える為に一生懸命に取り組んでいました。その先生の情熱を生徒も十分解っていて、日頃

の先生と生徒たちとの人間関係ができているからこそ成立する素晴らしい授業でした。 

 

ボランティア部、西日本至福会から感謝状！ 

 ボランティア部は、全校生徒に呼びかけ、プルトップ（缶ジュー 

スの開け口のリング）を 800kg集め、ハローディに届けました。そ 

の集めたプルトップで、車椅子 1台が贈呈されました。 

その贈呈された車椅子を「特別養護老人ホーム サンライズ北九 

州」に寄付したところ、6月 23日に西日本至福会からボランティア 

部が表彰されました。ボランティア部の代表 3名が贈呈式に参加し 

ましたが、人の役に立つことの喜びを感じました。プルトップを寄 

付して下さった皆さん、本当にありがとうございました。 

 

生徒総会が開催されました。 

6月 29日（木）の５・６校時に生徒会主催による生徒総会が開催されました。生徒会執行部が 5月か

ら約２ヶ月間をかけて準備してきました。各委員会の原案を作ったり、各クラスの質問や意見・要望を

まとめたり、回答を考えたり、栞にして印刷したりと様々な活動を行いました。有り難うございました。 
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また、各クラスからの要望があがりましたが、それに対して挙手をして意見を述べたり、執行部の委

員長が答えたりして、活発な意見討論行われました。多くの 【賛成意見の人数を代議員が数える】 

人が真剣に考え、きちんと意見を述べることのできる上津役 

中学校は素晴らしいと感動しました。可決された要望につい 

ては、先生方も十分に皆さんの意見をふまえて話し合ってい 

きます。終業式には、返答したいと思っています。 

【議長団、有り難う】 【堂々と意見を述べてくれて、生徒総会を盛り上げてくれた皆さん】 

 

 

 

  

 

 

 

 

中体連区内大会、勝っても負けても大きな成長に！ 

◇ 野球部：区内ベスト４（市内出場は 3位まで）【1回戦 山口君の力投。(写真中央)ﾌｧｰｽﾄは  君】 

 野球部は、1回戦永犬丸中と対戦し 5–4で勝 

利しました。2回戦も沖田中と対戦し、6–５と 

快勝しましたが、準決勝で浅川中に敗退し、 

3位決定戦に回りました。3位までが市内大会 

に出場できますので相手の黒崎中も上津役中も 

必死に戦いました。延長 10回タイブレークの 

末、4–5で惜敗しました。生徒たちは、力の限り戦いました。精一杯プレーする姿は、保護者をはじ

め応援する人々に感動を与えてくれました。 

 

◇ サッカー部 ：区内ベスト８（市内出場は 4位まで） 

  一回戦は、本城中との対戦。拮抗した試合でした。前半は溝口君の鮮やかなミドルシュートが本城

中のゴールに突き刺さりました。真面目に練習を重ねてきた成果です。後半に本城中エースにミドルシ

ュートを決められ、同点。延長でも決着がつかず PK戦となり、気迫に勝る上津役中が見事勝利を収めま

した。2回戦は、優勝した折尾愛真中でしたが、相手の力が勝っており、０－３で敗れました。しかし、

全力を出し切った選手の顔は、悔しさの中に精一杯頑張ったという力強さを感じました。 

                  ←【ｾﾝﾀｰﾊﾞｯｸ柴田君の 

ナイスパス】 

 

                  【主将：横尾君のｷｯｸﾌｪｲﾝﾄ 

からのドリブル突破】→ 
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◇ ソフトテニス部：区内大会惜敗（市内出場は 4位まで） 

【対永犬丸中戦：小林君のサービス】               【佐藤君のサービス】 

                       ソフトテニスは、予選 

リーグで、千代中と永犬 

丸中と対戦しましたが、 

2敗し市内大会に進めま 

せんでした。 

しかし、永犬丸中戦で 

は、粘りを見せ、惜敗し 

ました。最後まで諦めず 

に頑張る選手たちと観覧席から応援する後輩たちの温かいかけ声に感動 

しました。チーム上津役中でした。 

 

◇ バスケットボール部：男子ベスト８  女子１回戦惜敗 (市内大会出場は４位まで) 

【男子：ｾﾝﾀｰｼﾞｬﾝﾌﾟで試合開始（上津役中は黒】【女子：上津役中(黒)のオフェンス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【男子：ゴール前の攻防（上津役中は黒）】 【女子：上津役中（黒）のディフェンス】 

 

 

 

 

 

 

 男子は、1 回戦香月中との対戦でした。上津役中の力が圧倒的に勝っていましたが、第２ピリオドま

ではほぼ互角、第 3 ピリオドから一気に突き放し快勝でした。2 回戦は、沖田中。前半までは全く互角

で、緊迫した雰囲気のゲームとなりましたが、後半は徐々に引き離され惜敗しました。最後まで諦めず

頑張った選手に惜しみない拍手が送られました。 

 女子は 1回戦で強豪永犬丸中との対戦。前半は大きくリードを許し、やはり実力の違いかと思いまし

たが、選手たちは決して諦めることなく第 3ピリオドに 3点差まで追い上げました。最後は 10点差でし

たが、「自分たちのやれることを全て出し切るんだ！」という想いが伝わってくるようなひたむきなプ

レーに感動しました。試合後に涙を流す生徒に心から「最後までよく頑張った！」と賛辞を送ります。 
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◇ 剣道部：男子予選リーグ惜敗  女子区内優勝  

 男子は、予選リーグで引野中と香月中と対戦しました。残念ながら 2敗を喫し決勝トーナメントに進

めませんでしたが、懸命に声を出し、戦う姿は立派でした。大将の谷君は、負けはしましたが、相手の

面を受け止めた後の返し胴は、最高でした。顧問の先生方は「3年間の集大成！」と賛辞を送りました。 

 女子は、予選リーグ 1 位で通過。決勝トーナメントでは、3 試合全ての試合において、全く危なげな

く完勝し、区内優勝の栄冠を勝ち取りました。    【中堅：木村さん(右)】【大将：五郎丸さん(左)】 

【中堅：原田君（写真右）】               

 

 

 

 

 

 

 

 また、個人戦女子の部で國吉さんが区内第 3位、古川さんが第 4位となりました。日々の精進の賜で

す。本当におめでとうございました。 

 

◇ バレー部 男子区内準優勝  女子区内第 3位（男子バレー部、女子バレー部、市内大会進出） 

 男子は、１日目 4チームの予選リーグで全勝して１位で決勝トーナメントに進みました。なかなか勝

てなかった則松中にフルセットの末 25-23のスコアで勝利しました。その勢いもあって実力が互角の引

野中にもセットカウント 2-0、本城中にも 2-0 で完勝し、保護者をはじめ生徒、教師多くの応援者を歓

喜の渦に巻き込みました。翌日は準決勝で永犬丸中と 2-0で完勝し、決勝の千代中に挑みました。千代

中とは 0-2の完敗でしたが、必死に戦う中でチームで励まし合う光景の見られた素晴らしい試合でした。 

女子は、1 日目 3 チームの予選リーグ 2 勝し 1 位で決勝トーナメントに進みました。ベスト４を決め

る試合では、木屋瀬・八児合同チームとの対戦で、2-0 で完勝しました。準決勝は強豪千代中との対戦

でしたので完敗。しかし 3位決定戦では本城との試合を制し、見事 3位の栄冠を勝ち取りました。いつ

も明るく礼儀正しいバ女子バレー部が闘志むき出しで頑張り、 【女子：石田さんのﾅｲｽｻｰﾌﾞｶｯﾄ】 

チームで支え合う姿は印象的でした。多くの保護者の応援 

だけでなく、上津役中学校の生徒たち教師の応援も合わせ 

て、チーム上津役中学校という雰囲気を感じました。 

←【男子：平嶋君のｼﾞｬﾝﾌﾟｻｰﾌﾞ炸裂！】 

            

【男子：準優勝おめでとう】       【女子：ネット際必死に戦う選手たち】 
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 バレーの市内大会は、男女ともに 7月 24・25日に北九州市立総合体育館で開催されます。チームワー

クの良さが、試合の勝敗を左右します。お互いを励まし合い、試合の緊張感を楽しむつもりで、頑張っ

てください。チーム上津役中学校、応援しています。 

 

女子剣道部、市内大会で大健闘！県大会出場決定！ 

6月 17日に行われた市内大会では、湯川中と附属小倉中に完勝し予選リーグ１位で通過して、決勝ト

ーナメントに進みました。トーナメント 1回戦は、県大会の切符をかけて二島中と戦いました。３対２

で接戦を制し、見事市内ベスト４。県大会出場を決めました。残念ながら準決勝と３位決定戦は、敗れ

ましたが、県大会での健闘を期待しています。 

なお、県大会は 8月 1日に大野城記念体育館で行われます。九州大会出場、県大会優勝を目指して頑

張ってください。上津役中学校みんなが、応援しています。 

【古川さん(右)、間合いを計り攻める】   【國吉さん(左)の鋭い攻撃】 【榊さん(右)の攻撃準備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上部、水泳部も全力を尽くしました！ 

陸上は、7月 16日に戸畑区の鞘ヶ谷競技場で、水泳は、7月 16日に小倉南区の文化記念公園プールで

市内大会が行われました。どの選手も全力を尽くし、頑張りました。県大会に出場する生徒は、以下の

通りです。県大会は、陸上は 7月 28・29日に博多の森陸上競技場で、水泳は７月 27・28日に福岡西市

民プールで行われます。大会に出場する３人に心から応援のエールを送ります。自己ベスト更新を祈っ

ています。 

陸上部：3年 2組 吉田  純   女子 3年 800ｍ走 3位    記録（ 2′20″23 ） 

        1年 5組 松永 詩歩     女子 1年 100ｍ走 6位    記録（ 14″18 ） 

 

水泳部：2年 1組 山之内 智也  男子 100ｍ背泳ぎ ４位  記録〈 1′08″55 〉 

                 男子 200ｍ背泳ぎ ４位  記録〈 2′27″26 〉 


