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中総体・博多区大会：サッカー部 試合前のミーティング チーム一丸 勝利をめざして・・・

『学び合い』：「誰一人見捨てない」「みんな幸せになる」Think globally、 Act locally.
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困っている人がいたら助けてあげる これって当たり前！でも、できたらすごい！
校 長 髙木
先日の西日本を襲った豪雨は、死者
を２００名以上出すという大惨事とな
りました。被害に遭われた方には、心
よりお悔やみとお見舞いを申し上げま
す。幸いなことに東光中学校区は、大
きな被害は出ませんでした。しかし、
連日のニュースでも伝えられているよ
うに、広島や岡山などでは今現在でも、
行方不明者の捜索や、浸水した家屋の
片付けなどが続けられています。
ニュースでは、被災地に全国から延
べ数万人ものボランティア活動に参加
する人々が集まって、猛暑の中、水没
して泥だらけになった家の片付けを行
っている様子が伝えられています。テ
レビニュースの中で、被害に遭われた
方が「ボランティアの方々の気持ちが
一番うれしい、これからもがんばって
いこうという気持ちがわいてきた」と
涙を流しながらインタビューに答えて
いる姿がとても心に残りました。
東光中学校ではどの教室にも、
“困っ
ている人がいたら助けてあげる これ
って当たり前 でも、できたらすご
い！”と“わからないことを聞けるっ
てすごい！「わからないから教えてっ
て言おう”という２枚の掲示物が貼っ
てあります。本校の『学び合い』の理
念をわかりやすく伝えるためのもので
す。本校は毎時間の学習が、教科の学
力をつける時間であるとともに、人と
して大切なことを学び、実践する力を

徹

つける時間であると考えています。ま
た、学校行事や部活動も同様です。右
にあるバレーボール部キャプテンの永
易さんも「仲間の大切さ」を２年半の
部活動で得た、もっとも大切なものだ
と伝えています。本校での生活が、未
来の世界をより良くし、みんなで支え
合って幸せになる力につながることを
願っています。
明日から夏休みが始まります。学校
での各教科での『学び合い』の時間は
しばらく休みとなります。学習は、こ
れからしばらくは「自学」の期間です。
毎日の時間の使い方はそれぞれに任さ
れます。今までにもっとやってみたい
と思っていたことや自分に足りないと
思っていたことにしっかりと取り組ん
でください。人は一人ではなかなか強
くはなれません。つい、楽な方に流さ
れてしまいます。いろいろな誘惑にも
負けてしまいそうになります。また、
いろいろな悩み事も出てくることもあ
ります。そんな時は、仲間や先生にい
つでも相談してください。授業はなく
ても、学校は、土日、お盆３日間以外
は開かれています（朝８時１０分～夕
方４時４０分）
。友達どうしで『学び合
い』をしたり、先生方に質問したりす
ることもできます。希望があれば、事
前に連絡をしてください。これからの
夏休みも本校の『学び合い』の理念を
忘れずに、楽しい、有意義なものとな
ることを願っています。

「 キャプテンとして 」
３年 永易 優歌
私は１年生の夏から女子バレーボール部
のキャプテンとして、活動してきました。
また、２年生の夏から部長会の代表として
学校の部活動生全体をまとめる立場となり
ました。日頃の練習はもちろん、部活動生
が学校や地域のために行う活動もみんなと
一緒に積極的に取り組みました。時には、
指示をうまく出せなかったり、自分の気持
ちをうまく伝えることができなかったりし
たことがあり、悩むこともありました。し
かし、仲間の「支え」のおかげで、乗り越え
ることができました。私は、
「仲間の大切さ」
を学ぶことができたと思います。
私たち３年生にとっては、最後の中総体
です。自分たちを支えていただいた方々へ
感謝の気持ちを忘れずに、全力でプレーを
したいと思います。
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◇ 部活動生の健闘を讃えて・・・・

6 月末から、中総体博多区大会が行われました。これまでの練習の成果を発揮して、チームや仲間と共に勝利をめざしました。3 年生にとって
は最後の大会となります。これまで支えてもらった保護者の方々、応援していただいた地域の皆様に感謝の気持ちをもって、精一杯のプレーを
見せようとがんばりました。

女子バスケットボール部は、少ない人数ですが、とても良
いチームワークを見せてくれました。

いつも明るく元気な女子バレーボール部です。お互いでカ
バーしながらしっかりとつなぐプレーをがんばりました。

卓球部は、博多区大会男子団体で優勝し、市大会出場を決める
ことができました。市大会でも活躍してほしいと思います。

東光中学校 吹奏楽部
第８回 定期演奏会
日時：平成 30 年 7 月 29 日(日)
開場 13:30 開演 14:00
会場：東福岡高等学校 講堂
＊ ぜひ、ご来場ください。
男子バスケットボール部、気迫あふれるオフェンスや
ディフェンスを見せてくれました。

野球部は、お互いの個性を生かしながらチー
ムプレーを心がけてがんばりました。

◇ １年生「防災学習」
「福祉体験学習」を行いました。

7 月 10 日(火)～12(木)にかけて、1 年生は「福祉体験学習」
「防災学習」に取り組みました。
「福祉体験学習」では、校内で車いす体験やアイマ
スク体験を行い、生徒たちは自分にできる「福祉」をしっかりと考えることができました。また、
「防災学習」では東光公民館を訪ね、地域の方々
に講話をしていただいたり、グループワークをしたりして、地域の安心・安全を含めながら学習を深めました。
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One thing that I like about the students at Toko JHS is that
they are eager to use the English phrases that they have
learned. Recently in English class, they learned the phrase,
“What’s up?” I was very impressed when immediately after the
class was over, some students came up to me and casually
said, “What’s up?” Many students have been saying this
phrase to me since that class. It makes me happy that they
have the desire to communicate with me in English. I want to
encourage them to continue to learn many useful phrases and
not be afraid to use them!
N.S. Ryan May

◇ 「未来を切り拓くワークショップ」を行いました。
7 月 4 日(水)、全校生徒を対象に「未来を切り拓くワークショップ」
を行いました。この学習では、起業家の方を招き、その方の生き方や価
値観を通して、生徒たちに自分の大切にしたいことや目標などを考え
てもらうことをねらいとしました。生徒たちのグループワークでは、積
極的に話し合う姿を見ることができました。

今後の予定
７月２０日(金) 全校集会・大掃除 福岡市中文連開会式
２３日(月) 夏季休業〈 ～8/24(金) 〉

私が東光中の生徒が好きな理由は、習った英語のフレーズを積極的に
使おうとしてくれるからです。最近、英語の授業で、“What’s up?”という
フレーズを学習しました。私が驚いたのは、授業が終わるとすぐに生徒
たちがやってきて、親しげに“What’s up?”と言ってくれたことです。ま
た、それ以来、たくさんの生徒たちがこの表現を使ってあいさつをして
くれます。生徒たちが自ら望んで英語でコミュニケーションを図ってく
れることを私はとてもうれしく思います。私は、生徒たちがたくさんの
役に立つフレーズを学び続け、ためらわずに使えるようになってほしい
と思います。

N.S. ライアン・メイ

＊8/13～8/15 学校閉庁日
８月２７日(月) 全校集会・大掃除
早朝学習会〈 ～8/30(木) 〉
３１日(金) 夏休み課題テスト・自転車安全教室
９月 ４日(火) 1 年自然教室（背振少年自然の家）〈 ～9/6(木) 〉
５日(水) 2 年職場体験学習

〈 ～9/6(木) 〉

3 年高校一日体験学習〈 ～9/6(木) 〉
１３日(木) 前期期末考査〈 ～9/14(金) 〉
２３日(日) ドイツ・ケルン姉妹校交流事業〈 ～9/28(金)〉

