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最後まで諦めずに頑張りました
中体連大会結果
〇女子ソフトテニス部 ＜大会日：７月３日（土）４日（日）：西部運動公園＞
【結果】・・・４位 【試合内容】予選リーグ
１回戦・・・鞍手中 ２回戦・・・小竹中
決勝トーナメント 三位決定戦・・・直方二中に敗退
個人：２組のペア
１回戦敗退 １組のペア・・・２回戦敗退
〇女子バスケットボール部
直鞍大会＜７月 10 日（土）11 日（日）：宮若東中学校にて＞
【結果】・・・準優勝【試合内容】予選リーグ・・・直方二中に勝利
小竹中に勝利
決勝トーナメント：準決勝・・・宮若東に勝利 決勝・・・直方一中に敗退
筑豊大会＜７月 17 日（土）：香春思永館中学校にて＞ 一回戦 二瀬中に敗退
〇女子バレーボール部
直鞍大会＜７月３日（土）４日（日）：宮若東中学校＞
【結果】・・・準優勝（植木・直方三中合同チームとして）
【試合内容】：１回戦・・・直方一中に勝利
２回戦・・・直方二中に敗北
３回戦・・・宮若西・東中合同に勝利
４回戦・・・鞍手中に勝利
筑豊大会＜７月 17 日（土）：嘉穂中学校
7 月 18 日（日）：幸袋中学校＞
【結果】・・・筑豊大会 敗退
【試合内容】：決勝トーナメント
１回戦・・・頴田中に敗北
５位決定トーナメント １回戦・・・弓削田中に敗北
〇吹奏楽部 ＜大会日：８月１日（日）場所：イイヅカコスモスコモン＞
（課題曲）トイズ・パレード（自由曲）斐伊川に流るるクシナダ姫の涙
【結果】・・令和３年度筑豊吹奏楽コンクール 銀賞
【曲想】・・古事記のヤマタノオロチを退治する話をテーマにした曲。神秘的な曲想と戦いの場面を現した曲
から構成された、レベルの高い曲に挑戦しました。この曲から高い技術を得ることができました。
〇水泳部
直鞍地区水泳大会 ＜大会日：６月 26 日 場所：直方第三中学校プール＞
【結果】：団体男子の部で準優勝、女子の部で３位
１年生 １００ｍ自由形で６位 → 筑豊大会出場
２年生 ２００ｍ自由形で２位
→ 筑豊大会出場
２年生 ２００ｍ自由形で３位 → 筑豊大会出場
２年生 １００ｍ背泳ぎで３位
→ 筑豊大会出場
２年生 １００ｍ背泳ぎで５位 → 筑豊大会出場
２年生 ２００ｍ背泳ぎで優勝
→ 筑豊大会出場
３年生 １００ｍ平泳ぎで優勝 → 筑豊大会出場
２年生 １００ｍ平泳ぎで５位
→ 筑豊大会出場
３年生 ２００m 平泳ぎで優勝 → 筑豊大会出場
２年生 １００ｍバタフライで４位 → 筑豊大会出場
２年生 個人メドレーで５位
→ 筑豊大会出場
男子４（３年生 ２名・２年生 ２名）×１００リレーで優勝
→ 筑豊大会出場
男子４（３年生 １名・２年生 ３名）×１００メドレーリレーで２位 → 筑豊大会出場
１年生 １００ｍ自由形で４位
→ 筑豊大会出場
１年生 １００ｍ平泳ぎで６位 → 筑豊大会出場
１年生 ２００ｍ個人メドレーで２位 → 筑豊大会出場
女子４（３年生 ２名・１年生 ２名）×１００リレーで２位 → 筑豊大会出場
筑豊地区水泳大会 ＜大会日：７月 10 日 場所：筑豊緑地公園屋外プール＞
【結果】３年生 ２００ｍ平泳ぎで優勝、１００ｍ平泳ぎで２位 → 県大会出場
２年生 ２００ｍ背泳ぎで６位 → 県大会出場
男子４（３年生 ２名・２年生 ２名）×１００リレーで６位 → 県大会出場

福岡県水泳大会 ＜大会日：７月 27 日・28 日 場所：福岡市立総合西市民プール＞
【結果】・試合内容：残念ながら決勝には進出できませんでしたが、全員が素晴らしい泳ぎをしました。
〇男子ソフトテニス部 ＜大会日：７月３日（土）～４日（日）：直方市西部運動公園にて＞
【結果】・・・団体：１回戦敗退
個人：（２回戦敗退）３組のペア
【試合内容】 個人：２組のペア…２回戦敗退 １組のペア…１回戦シード、２回戦敗退
〇男子バスケットボール部 ＜大会日：７月 10（土）、11 日（日） 場所宮若東中学校にて＞
【結果】・・・直鞍地区大会３位
【試合内容】１日目（リーグ戦）①直方２勝利 ②小竹勝利
２日目（準決勝）宮若東中学校 敗退
〇野球部 ＜ ７月３日（土）中泉球場にて ＞
【結果】・・・直鞍地区大会 敗退 【試合内容】：1 回戦・・・直方一中に敗退
〇陸上競技部 ＜７月 17 日（土）18 日（日）：嘉穂陸上競技場にて＞
筑豊地区大会
【結果】・・・県大会に男子４名、女子１名出場決定
【試合内容】：男子 ２年生 ２名、１年生 ２名
低学年４×１００ｍリレー ５２秒７４ ３位
女子 ２年生
低学年８０ｍＨ １４秒９０ ５位
県大会＜７月 27 日（火）：本城陸上競技場にて＞
【結果】・・・予選敗退
【試合内容】：男子 ２年生 ２名、１年生 ２名
低学年４×１００ｍリレー ５２秒６６ 予選敗退
女子 ２年生 低学年８０ｍＨ １４秒９２ 予選敗退
〇男子卓球部
直鞍大会 ＜７月３日(土)：直方市体育館＞
【結果】・・・優勝
【試合内容】：１回戦…二中
準決勝…宮若東中
決勝…鞍手中
筑豊大会 ＜７月 11 日(日)：中間市体育文化センター、17 日(土)：直方市体育館＞
【結果】・・・３位
【試合内容】１回戦…金川中
２回戦…岡垣東中
準決勝…飯塚一中に敗退
３位決定戦…穂波西
県大会 ＜７月 29 日(木)：北九州市総合体育館＞
【結果】・・・初戦敗退(長峡中)
〇女子卓球部
直鞍大会 団体戦＜７月３日(土)：直方市体育館＞
【結果】・・・準優勝 【試合内容】：１回戦…二中
準決勝…一中
決勝…鞍手中に敗退
直鞍大会 個人戦＜７月４日(日)：宮田 B＆G 海洋センター＞
【結果】・・・３年生 ４位
筑豊大会 ＜７月 11 日(日)：中間市体育文化センター、17 日(土)：直方市体育館＞
【結果】・・・４位
【試合内容】１回戦…遠賀南中
２回戦…二瀬中
準決勝…飯塚二中に敗退 ３位決定戦…鞍手中に敗退
県大会 ＜７月 29 日(木)：北九州市総合体育館＞
【結果】・・・初戦敗退(東山中)
〇科学の甲子園ジュニア ＜７月 25 日（日）：北九州教育事務所にて＞
【結果】・・・科学奨励賞
【試合内容】：２年生の３人で出場。

＊この大会は、３人１組で数学・理科の問題を協力して解くという大会です。

応援して感じたこと
〇 どの生徒も精一杯の力を出し切ったように感じました。絶対に勝てる相手に負けたり、今まで負けていた相
手に勝ったりと、予想しなかった結果に、一喜一憂しました。自分の仕事を後回しにして、日々の練習や休日
の練習に付き合ってくれた顧問に感謝したいものです。しかしながら、生徒の努力が実った大会結果となった
部活もあれば、残念ながら、敗退した部活もあります。今年開催された、オリンピックでも多くの感動を得ま
したが、やはり、日々共に練習をしている顧問にとって、たとえ負けても、部員達の頑張る姿は、心に響き感
動するものです。
〇 生徒達は、コロナ禍で練習時間も限られ、練習試合も制限される中で、ここまで頑張ることができたのは、
顧問の支えもありますが、一番の励みは、保護者の方々の協力や期待してくれる「心」だと思います。今後
も、部活動に対して、ご協力の程よろしくお願いいたします。

始業式で話したこと、、、（要約）
目標を達成する手段の一つ目は、「とりあえずやる」ということ。脳には左右一つずつ「側坐核」という
「やる気スイッチ」といわれる脳の部位がある。体を動かし始めると、そのスイッチが入り、どんどんやる気
になっていく。つまり、「行動するうちにやる気は出る」。勉強のやる気が全く起こらない時、まず教科書や
資料を開く、または自分の得意な教科から始めてほしい。二つ目は、「ボーとする」ということ。「アイデ
ア」は、朝起きた時や、お風呂に入っている時に、突然ひらめく。これは、ボーっとしている時に、脳全体に
血流を行き渡らせることとなる。「アイデア」というものは、過去に得た知識や経験を組み合わせて生まれる
もの。だから、この状態になると、脳の記憶を司る様々な部分にも血流が巡ることで「アイデア」がひらめ
く。つまり、目標を立てたら、頭でいろいろと考えずに、「とりあえずやり始める」。そして、スランプに陥
ったら、思い切って「ボーっと」する。このようなメリハリのある生活習慣は将来必ず役に立つ生き方であ
る。
次に感染予防のこと。この日本でも、第５波の「デルタ株」が若い年代に感染し、大流行している。今まで
の現象は、若者にとっては軽傷だった。しかし、第５波は特に若者に感染しやすく、吐き気、めまい、嘔吐、
最悪の場合、死に至る。また、クラスターも起こりやすいので、再度、感染予防の基本に返って行動をしてほ
しい。
暗いニュースが多い中、手洗いや３密を避け、今できることを精一杯楽しんでほしい。朝の来ない夜はな
い。決してうつむかず、顔を上げて、今できる楽しいことを見つけてほしい。
第１次世界大戦や第２次世界大戦中でも、世界に笑いを振りまいた映画俳優の喜劇王チャールズ・チャップ
リンは、次のような言葉を残している。「下を向いていたら、虹を見つけることは絶対にできないよ。」

コロナ禍でのお願い
＊

出校日の８月２５日にプリントを配布しましたが、下記に掲げる事項に留意していただきますよう、
保護者の皆様にご理解とご協力をお願いいたします。
記

〇
〇

朝の検温・健康観察をお願いします。
本人またはご家族に発熱等の風邪の症状がある場合は、登校を控えてください。また、本人に頭痛・
腹痛等の体調不良が見られる場合も同様です。
〇 マスクを必ず着用させてください。
〇 ハンカチを必ず持たせてください。
〇 不要不急の外出の自粛をお願いします。
〇 本人または同居のご家族がＰＣＲ検査を受ける場合は、学校に連絡してください。

