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いの町立吾北中学校ＰＴＡ広報部 

〒 ７８１－２４０１ 

高知県吾川郡いの町上八川甲３０４７ 

ＴＥＬ（０８８）８６７－３３００ 

ＦＡＸ（０８８）８６７－３３０２ 

銀銀ぎぎんんななんん杏杏  
生徒数 ４０  家庭数 ３５  会員数 ４８ 特別会員 ６ 

＜校訓＞ 自主 友愛  「賢く 優しく 逞しく <生きる力>を持った生徒の育成 」をめざして ！ 

 

「銀杏」は地域に根付いた広報誌を目指しています。 

個人情報等もたくさん載っていますので取り扱い等には十分お気をつけ下さい。 

平平成成３３００年年度度  文文化化発発表表会会とと体体育育祭祭のの写写真真でですす。。  



　　　　　　　　　第２１回吾北中学校体育祭

　　入場

　　　　　　　　　　親子で仲良く　３年

吾北音頭

　　９月１５日（土）に吾北中学校体育祭が行われました。当日は雲が多く、暑さも残る一日でしたが、「　Ｆｏｒ　ｔｈｅ
　Victory ～　絆と炎よ舞い上がれ　～」をスローガンに生徒たちは最後まで熱戦を繰り広げてくれました。結果は
　白組の優勝でしたが、生徒たちは最後まで、それぞれの競技で全力をつくし、とても感動する体育祭でした。

学年対抗大縄跳び １００メートル走　全校 障害物競走　２年

飛ばせ・ペットボトルロケット 親子で仲良く　３年・保護者

　　　　　　　　鳴子踊り　全校 　　　　　　　バトルフィールド　2018　全女
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午後の部

紙様の言うとおり　ＰＴＡ
タイヤ引きレース　全男子

　　　　　　　　親子対抗リレー

　　　　　　離しません、勝つまでは 綱引き　全校
　ＰＴＡ・一般

　　　　　紅白責任リレー

　　　　　　　応援合戦

（2）



           　　　　　　10月28日（日）、吾北中学校の文化発表会が、

　　　　　　　　　　　吾北中央公民館にて行われました。

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　　　　〈全校テーマ〉　　以心伝心　　～　一人ひとりが主人公　～ 　👆　開会のあいさつ

　　　《　英語スピーチ発表　》

　　　　１年 　　　　　２年 　　　３年

　　　　　　　「Ｍｅ and  Ｍｙ　Ｆｒｉｅｎｄ」 　　　　「Ｌet’ｓ　Go　Aｂｒｏａｄ」 　　　　「To Save a Life」

　　　《　クラス発表　》

　　　　1年　「GOHOKU大冒険！！」

　　　　

2年　「チェンジ」

　　　　3年　「紡ぐ」

　　　　　　　ー  吾北中学校　文化発表会　2018  －

学校生活の中で、ひょんなことから男女が入

れ替わり、生活をすることで、お互いを理解し、

優しく接することができるようになるという劇

をしました。

修学旅行、職場体験、体育祭など、、３年間の学

校生活の思い出を劇で振り返り、

最後は成人式の日を想定して、大人になった自

分たちを演じてくれました。

数年後の成人式がとても楽しみになりましたね。

総合的な学習の時間で学んだ吾北の特

産品や観光名所などを楽しく劇で表現し

ました。

～雨女も出現。。。。☂～

👆 開会宣言
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　　　《　音楽部発表　》　　　　「リズム祭り！」

　　　　　　　　　　　　　　　～身体にリズムを！心にリズムを！～

力強い太鼓の演奏に感動し、また、机の上でカップをリズムよく動かし、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音を楽しむカップスの演奏は楽しく、すばらしかったです。

　　　《　全校合唱　》　　　「君をのせて」　・　「時の旅人」

　　　《　展示　》

　　　　《　閉会式　》

　　

個人で、クラスで、部活で、また地区や全校で取り組んできた

それぞれの作品など、どれもがとても素晴らしく、頑張って取り

組んだ様子が伝わってきました。

まさにテーマの通り、一人ひとりが主人公だったと思います。

３年生の皆さんにとっては、最後の発表会となりました。

いい思い出になったことでしょう。

本当にお疲れさまでした。
👆 閉会宣言👆 学校長講評
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（５） 

 

吾川郡 PTA 連合会研究大会 

～研究主題 『子どもたちの健やかな成長を願う PTA 活動の推進』～

1 0 月 2 8 日（日）  、平成 3 0 年度  吾川郡 P T A 連合会研究大会が開催されまし

た。          今年度の

開催当番校は、われらが吾北中学

校でした。会場となった吾北中央

公民館には、いの町・仁淀川町か

ら大勢の P T A 関係者の方が集まり

ました。  

開会行事の後、吾北中学校  音楽

部によるアトラクションがあり、  

迫力ある太鼓の音が会場全体に響

き渡りました。  

その後、郡Ｐ T A・町Ｐ T A の感謝状贈

呈式と続き、最後に  『土佐の寅さん』

こと        間  六口  さん  の講演  

『笑いは健康の常備薬』が行われまし

た。笑うこと・笑顔になることが、自

分や周りの人たちの元気につながって

いくということをお話してくれまし

た。  

 

 文化発表会とも重なり忙しい中、会

場の準備をしてきた教職員の皆さん・

当日の運営を担当した役員の皆さん・

会場運営に関わった保護者の皆さん・

素晴らしい演奏を披露した吾北中学校音楽部の皆さん、本当にお疲れ様でした ! !  

                    

 

 

 

 

 

 

どーん！！！大迫力！！  

間  六口  さん  
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～ソフトボール部～ 
○第 72回高知県総合体育大会ソフトボール大会 

 ７月２２日 春野運動公園  

１回戦 吾北中 ２ － ９ 嶺北・大豊町・北陵 

○平成３０年度高吾地区秋季ソフトボール大会 

 ８月２６日 土佐公園グラウンド  

１回戦 吾北中 １ － ４ 須崎南・上分 

○第 70回高知県中学校男女秋季ソフトボール選手権大会 

 ９月１日 春野運動公園 

  １回戦 吾北中 ４ ― ３  土佐中  

2回戦 吾北中 ５   － 10  大正中 

☆☆９月１日は３年生最後の試合でした。試合後には３年生１人ずつから今の気持ちと１・２年生

へ今後のアドバイスをもらいました。３年生ありがとう・・・。勝利めざして諦めず、最後まで一

生懸命頑張る３年生でした♪♪☆☆   

 

 

 

 

 

 

 

～第３４回高知県中学校男女新人ソフトボール大会（土佐公園グラウンド）～ 

吾北中と高岡中の合同チームでいざ出陣！！！ 

 （吾北：２年生２人１年生３人・高岡：２年生３人１年生３人） 

１０月６日・７日（雨天のため、途中試合中断し翌日に試合延期） 

  １回戦 高岡・吾北中 ８ － ４ 香北中 

１０月７日 

  ２回戦 高岡・吾北中 ５ － ８ 窪川中 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆これから新チームで頑張ります！！ 



（７） 

  

３年生が引退し新チームとなりました。 

部員は、２年生７人・１年生２人の計９人と少なくなりましたが、 

みんなで一丸となり、毎日練習に励んでいます。 

 

【６月以降の試合結果】 

○地区体 

  ・男子（団体） 準優勝 

  ・女子（団体） 優 勝 

  ・男子（ダブルス） 矢野・北川ペア  優勝 

  ・女子（ダブルス） 筒井・川村礼ペア 優勝 

            田岡・伊東ペア  ３位 

・男子（シングルス）矢野 ２位、北川 ３位 

  ・女子（シングルス）筒井 ２位 

○県 体 

  ・男子（ダブルス） 矢野・北川ペア  準優勝（四国大会出場！！） 

  ・女子（ダブルス） 筒井・川村礼ペア ベスト 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

○秋季大会 

  ・男子（シングルス） 下元 ベスト 16 

  ・女子（ダブルス）  伊東・松丸ペア ８位 

・女子（シングルス） 竹本 ６位 

 

～新キャプテンよりひとこと～ 

 男子キャプテン･･･男子キャプテンとして、みんなを引っ張っていけるようにがんばります。 

 （下元颯太）   団体ベスト 4を目指します！ 

 女子キャプテン･･･団体ではベスト 4を目標に、個人では、一人ひとりの目標を達成できるよ 

（竹本晴瑠）   うお互いに高め合いたいです。キャプテンとしてリーダーシップを発揮で 

きるよう努力したいと思います。 

３年生のみなさん、 

お疲れさまでした！ 

ありがとうございま

した。 





高知みらい科学館でのサイエンスショー 

高知みらい科学館には、自然や科学に関する 

展示が多くあり、みんなで楽しく体験をしました。 

初めての＆久しぶりのプラネタリウムも 

感動しましたね！ 

サイエンスショーでは、風の性質に 

ついて学びました。子どもたちだけ 

でなく、先生方も目が釘付け！ 

楽しく学べた一日でした♪ 

 

 

 

遠足に行ってきました 

 

今日は高知城とオーテピア見学！ 

天気もいいし、楽しみだぁ～♪ 

『ウルトラクイズ吾北いん高知城』 

先生たちの作った問題 

むずかしすぎ…！ 

待ちに待ったお弁当！ 

運動後のご飯は 

さらに美味しいね☺ 

 

普段は 

なかなかできない 

先輩・後輩との 

お昼ごはんは、 

楽しかったです！ 

平成 30年 

11月 15日 

（９） 
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平成３０年度 ６３３美清掃 

 

 ８月１９日（日）今年も早朝より道の駅６３３美の清掃を行いました。今年は猛暑の為早朝より大変暑い中で

の作業となりましたが、保護者の方、生徒、教職員のたくさんの参加ご協力により、スムーズな作業を行うこと

ができ、今年もきれいにすることができました。これからも参加してくださる皆様のご協力よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

愛校作業・親子 BBQ 

  

道の駅清掃を終え、中学校愛校作業を行い、こちらの作業もスムーズに終えることができ、きれいにすることが

できました。今年は愛校作業終了後、生徒、保護者、教職員にて BBQ を行い、悪戦苦闘しながら親子で協力し

ての火熾しから始まり、笑顔でおいしくいただくことができ、終始楽しく安全な親子行事となりました。 

 

 



 

 

 

 

 平成 30年 11月 25日（日）天王補助グランドでチーム吾北（吾北小＆吾北中学校連合チーム）

予選 Dが行われました。第二試合神谷ホワイトチャイナベリーズと対戦。３対１１と快勝。 

第三試合 伊野中つばさくんに 0対１７と圧勝！見事 予選を突破しました。 

 準決勝は枝川ジンジャーと対戦。６対６の同点でじゃんけん勝負となり、ま、ま、まさかのじ

ゃんけん負け・・・・。不完全燃焼で平成最後の PTAソフトボール大会が終わりました。 

結果 チーム吾北は三位でした。 

しか～し、毎週木曜日吾北中学校グランドのナイターで部活のように声を出し、ボールを追いか

けたことは決して無駄ではありません。来年はこの悔しい思いを糧に優勝目指して頑張ります（笑） 

応援して頂きましたみなさん、選手のみなさんありがとうございました！！ 
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H30年度PTAソフトボール大会 


